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ボランティア募集

12/２(金)�12/６(火)
●笑いあり、涙ありの劇団
「河辺わさび座」
●中学生の活動を紹介
～文化フェスティバルほか

12/７(水)�12/13(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●12/25(日)午前７時30分～ ABSおはよう秋田市長です「最新の市政情報」

AAB おはよう秋田市から

ABS こんにちは秋田市から

５
分
間
テ
レ
ビ
番
組 AKT こんばんは秋田市から

詳しい放送日程は
広報広聴課へ！
☎(866)2034

エフエム秋田 秋田市マンデー555
ABSラジオ 秋田市今週のいちネタ

毎週月　午後５時55分～

毎週火　午前10時30分～ラジオ
］●子ども手当の申請を●アルヴェのクリスマスイベント

●「広報あきた」からエフエム椿台 午後スタ 毎週水　午後2 時00分～

金　午前11時25分～
土 午前11時40分～
日 午前11時55分～

※５分間テレビ番組は、秋田ケーブルテレビでも放送しています。

●市民リポーターが紹介
～男女共生フォーラム

●秋田市文化章・文化功績
章の受章者を紹介

写真家の鎌田勉さんが、インドやチベッ
ト、東日本大震災被災地などの写真を通じ
て、国の文化や価値観について話します。

12月20日(火)午後７時～９時
アルヴェ３階市民交流サロン

12月19日(月)午後７時まで
市民交流サロン☎(887)5312

申し込み

「郷土の版画家・勝平得之に
年賀状を出そう！」。題材は
自由。年賀状かはがきの裏に、

自作の版画作品を刷って送ってください。
作品は１月13日(金)から29日(日)まで、
赤れんが郷土館に展示して来館者の審査
で入選作品を決定。賞状・記念品を贈呈
します。なお、応募作品は返却しません。

募集区分�小学１年～３年生の部
小学４年～６年生の部

版の種類�木、いも、ゴムなど自由(プリ
ントゴッコなどの機械印刷は除く)

申し込み

作品を刷ったはがきの表の差出人欄に、
住所、氏名、電話番号、学校・学年を書
いて、12月12日(月)から１月６日(金)まで、
〒010-0921大町三丁目３-21 赤れんが
郷土館「子ども年賀状」係 ☎(864)6851

太平山スキー場オーパス
☎(827)2221

問
い
合
わ
せ

太平山スキー場 オーパス

子ども年賀状
版画コンクール

「瞳(まなざし)」
(インド、2008年)

アジアの写真で伝える
A
ア

L
ル

VE
ヴ ェ

de
デ

ヨルカイギ

参加無料
定員20人

子ども用の雪遊び場
“わく☆わくランド”も

開設予定！

12月18日(日)オープン！

JAXA
ジャクサ

宇宙教育センターと連携して開催し
ます。申し込みは12月６日(火)午前９時から
自然科学学習館へ。☎(887)5330(月曜休館)

12月18日(日) 参加無料 定員各30人

キッズ
コース

５歳～小学３年生が対象です(保護者同伴)。
ポリ袋で熱気球を作ります。午前９時30分
～11時30分、アルヴェ１階きらめき広場で

小学４年生～中学生が対象。ジャンボかさ袋
ロケット、ポンポン船づくり。午後１時30分
～３時30分、アルヴェ２階多目的ホールで

ファンダ
メンタル
コース

ゲレンデ情報(滑走の可
否など)☎(827)2700

雪上障害物競走・宝さがしなど子ども向けのイベント。営業期間中の第
１・３・５日曜日と１月１日(日)～３日(火)、午前11時30分から。景品あり。

オーパスチビッコデーの無料イベント

購入翌日からシーズン終了までいつでも使えます。

前日売り１日券は1,800円！(当日券2,000円)

第３日曜日はスキーこどもの日。小学生以
下の１日リフト券が半額(1,000円→500円)

16



自分が住みたい秋田をイメージした
絵や写真などで新聞を作ります。
対象／小学３年～６年生の親子　
日時／１月７日(土)午前10時～正午　
会場／アルヴェ３階市民交流サロン
参加費／無料　定員／先着10組
●申し込み 12月３日(土)午前９時
から市民交流サロン☎(887)5312

幼児から小学校低学年までの親子向
けの内容です。入場無料。
冬のおはなし会とえいしゃ会
絵本の読み聞かせやアニメ映写会な
ど。直接会場へ。日時／12月17日
(土)午前10時30分～正午　会場／雄
和市民サービスセンター２階　問い
合わせ／雄和図書館☎(886)2853
冬の子ども広場 大型絵本や人形劇
など。日時／12月18日(日)午前11
時～11時40分　会場／中央図書館
明徳館２階研修ホール　定員／先着
100人　申し込み／12月６日(火)午
前９時から明徳館☎(832)9220

目に優しい食材のランチをどうぞ。
12月４日(日)から11日(日)まで、午
前11時30分～午後２時、「ニュー
パーク(山王のアキタパークホテル
１階)」「かつ吉(外旭川)」で。１人
1,000円。収益の一部は目が不自由
なかたのための活動に寄附します。
●問い合わせ 秋田山王ライオンズ
クラブ☎(865)6416

大人と子どもの部に分かれて、個性
あふれるクリスマスリースの作品を
展示します。12月９日(金)午後５時
から11日(日)午後４時まで、秋田駅
ぽぽろーど西口側で。観覧無料。
●問い合わせ 事務局の佐藤さん
☎(823)8620(通町花のさとう内)

秋田市出身のピアニスト飯野明日香
さんが、リストの曲を演奏します。
日時／12月20日(火)午後２時開演　
会場／アトリオン音楽ホール　
入場料／500円(小学生以下無料)
●問い合わせ アトリオン事業部

☎(836)7803

申
し
込
み

12月10日(土)午前10時からサン
ライフ秋田へ(先着）。直接窓口か
電話で受け付け。☎(863)1391

わく楽フィットネス
(20歳以上)

１月13日(金)から３月16日(金)まで
の毎週金曜日、18：30～19：45

8,400円 25人

１月11日(水)から３月14日(水)まで
の毎週水曜日、18：00～19：15 8,400円 25人

骨盤引き締め
サン・エアロ(25歳以上)

骨盤引き締めミディア
ムエアロ (20歳以上)

１月11日(水)から３月14日(水)まで
の毎週水曜日、10：45～12：00

１月13日(金)から３月16日(金)まで
の毎週金曜日、10：00～11：15

8,400円 25人

1月７日(土)から３月17日(土)まで
の毎週土曜日、10：00～12：00

9,450円

25人

やさしい社交ダンス
(Step1) (20歳以上)

9,450円
(別途材料費あり)

26人

パッチワーク(初級)
(20歳以上)

教室名(対象) 日程 受講料 定員

サンライフ秋田
運動と趣味の教室

１月12日(木)から３月15日(木)まで
の毎週木曜日、10：00～12：00

フラワーアレンジメント
(20歳以上)

4,720円
(別途材料費あり)

15人

１月12日(木)から３月８日(木)まで
の毎週木曜日、18：30～20：30

１月７日(土)から３月17日(土)まで
の毎週土曜日、18：00～20：00

15人

7,560円 20人

運動不足な人の教室
(20歳以上の女性)

１月12日(木)から３月15日(木)まで
の毎週木曜日、18：45～20：00

リズム体操＆ストレッチ
(25歳以上)

8,400円 20人

謡曲(喜多流)
(20歳以上)

8,400円 20人
１月７日(土)から３月24日(土)まで
の毎週土曜日、10：30～11：45

8,400円

同祭実行委員会☎(864)2780

アルヴェきらめき広場ほか

午前10時～午後４時
(９日は午後３時まで)

障がいがあるかたの活動発表�
歌や舞踏、作品展示、工芸品販売

入場
無料

山本コウタローさ
ん(歌手・白鴎大学
教授)の講演�８日
(木)11:00～12:30

催し物

リースフェスティバル

親
おや

子
こ

で未
み

来新聞
らいしんぶん

づくり

チャリティーランチ

親
おや

子
こ

で遊
あそ

びに来
き

てね！

ワンコインコンサート

申し込み
教育委員会学校教育課
☎(866)2244

12月８日(木)・９日(金) 秋田ビューホテル５階

12月11日(日)
午後１時20分～４時50分

不登校またはその傾向がある
小・中学生の保護者の相談に応
じます。講演会も開催。無料。

問

8,400円１月11日(水)から３月14日(水)まで
の毎週水曜日、13：30～14：45

１月10日(火)から３月13日(火)まで
の毎週火曜日、18：30～20：00

20人

8,400円 20人

１月７日(土)から３月17日(土)まで
の毎週土曜日、18：30～19：45

8,400円 20人

8,400円 20人
１月10日(火)から３月13日(火)まで
の毎週火曜日、10：30～11：45

“ヨガ”で癒す心と身体
(20歳以上の女性)

運動不足な人の教室
(夜間) (20歳以上の女性)

心と身体の太極拳
(20歳以上)

骨盤調整・ペルヴィス
ダンス (20歳以上の女性)

バランスボールで姿勢
美人 (20歳以上の女性)

山
本
さ
ん

臨床心理士などの個別相談

午後２時35分～４時50分

午後１時30分～２時30分

児玉隆治さん(長信田の森心療
クリニック院長)の講演

心いきいき芸術・文化祭

広報あきた 平成23年12月２日号17

不登校相談会




