
具｣…日本画家の村上裕二さんが講
演。４月21日(日)13:00～。要申込
ワークショップ「石から絵の具を作
ってみよう！」…４月27日(土)・５月
12日(日)13:00～。材料費500円。
定員各20人。要申込
問・申込u新県立美術館開館準備班

☎(853)8686

■被災地訪問応援団おじゃま隊…
宮城県気仙沼市、岩手県陸前高田市
をバスで訪問し、交流を深めます。
日時u４月15日(月)6:30～18:30　
集合u秋田市役所　参加費u3,500円
(昼食代は別)　定員u20人　
申込u４月10日(水)までNPO法人秋田
パドラーズの中村さん☎(831)0733
■佐竹城下を歩く会(内堀巡り)…歴
史作家の土居輝雄さんが案内します。
日時u４月20日(土)10:00～　
集合場所u中央図書館明徳館前　
問u佐竹城下を歩く会☎(832)8708
■秋大憩いのコンサート｢北欧の抒情

じょじょう

｣
…日時u４月20日(土)14:00～　
会場u秋田大学インフォメーションセ
ンター(手形) 先着u30人　問u秋田
大学の斎藤さん☎(889)2647
■秋田青少年オーケストラ定期演奏
会…ホルストやブリテンなどイギリス
の作曲家の曲を演奏。日時u４月21
日(日)14:30～　会場uアトリオン音
楽ホール 入場料u1,000円(小学生
～高校生800円)　問u秋田青少年オ
ーケストラの羽川さん☎(835)6355

河辺大張野産の完熟発酵堆肥「やっ
たる土」を販売中です。
販売日時u平日9:00～16:00　
会場u河辺堆肥センター(河辺神内)
価格u15㌔入り袋が300円。バラ売
り２㌧トラック１台分が7,000円
問u河辺堆肥センター☎(883)2005

河辺農林漁業資料館(岩見ダム手前の
旧三内川発電所跡地)は引き続き４月

以降も休館します。ご了承ください。
問u文化振興室☎(866)2246

青年海外協力隊(20歳～39歳が対象)
とシニア海外ボランティア(40歳～
69歳が対象)の体験談と説明会。
日時u４月14日(日)①シニア海外ボラ
ンティア10:30～12:30、②青年海
外協力隊14:00～16:00　
会場uにぎわい交流館４階研修室　
問uJICA東北ボランティア担当

☎022-223-4772

大切なかたを自死や災害死などで突
然失った遺族が苦しみや悲しみを分
かち合う場です。遺族の個人ケアも。
日時u４月20日(土)①コスモスの会
13:00～15:00、②個人ケア15:00
～16:00　会場u秋田県社会福祉会館
(旭北栄町)　お茶代u300円　
申込u秋田グリーフケア研究会
☎080-5000-8706(平日10:00～
16:00)

①うつ会秋田の集い…うつ病のかた
やご家族が悩みなどを語り合う場で
す。日時u４月７日(日)、５月５日(日)、
14:00～16:00　会場u遊学舎(上北

手)　参加費u500円　定員u20人
問uうつコミュニティ・うつ会秋田の
堀さん☎(862)8491
②うつ病患者の家族交流会…ひとり
で悩まず話しませんか。日時u４月
16日(火)10:00～12:00　会場uジョ
イナス(千秋)　問uファミリーサポー
ト桜の会の村山さん☎(845)8079
③認知症の人と家族のつどい…日頃
の悩みなどを話し合います。入退室
自由。日時u４月21日(日)13:30～
15:30　会場uジョイナス(千秋)　
問u認知症の人と家族の会秋田県支部
☎・ファクス(866)0391(電話は月
曜日10:00～14:00のみ)

幹部候補生(一般)①大卒程度試験…
対象u22歳～25歳。大卒見込みは
20・21歳。修士課程修了者など(見
込み含む)は27歳までのかた
②院卒者試験…対象u修士課程修了者
など(見込み含む)で20歳～27歳
歯科・薬剤…対象u専門の大学を卒業
した(見込み含む)20歳～29歳。薬剤
は27歳までのかた
申込締切uいずれも４月26日(金)
試験日u５月11日(土)。海・空飛行要
員に応募したかたは12日(日)もあり
問u自衛隊秋田募集案内所

☎(864)4929
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ファミリーハイキング…中学生以
下のお子さんと保護者が対象で

す。４月27日(土)午前９時50分～

午後２時30分。太平山リゾート

公園内の散策と妙見山登山。参加

無料。定員15家族。定員を超え

た場合は抽選となります。

太平山前岳登山(初心者歓迎)…高
校生以上が対象です。４月28日

(日)午前９時30分～。太平山自然

学習センターまんたらめに集合。

保険料50円。定員20人。定員を

超えた場合は抽選となります。

宛先・問い合わせ

〒010-0824仁別字マンタラメ227-１太平山自然学習センター☎(827)2171

春の野山を歩こう

秋田駅から
無料送迎バス
あります

はがき(１家族１枚)に催し名、
住所、代表者名、電話･ファク
ス番号を書いて、４月15日(月)
必着で下記宛先へ

申
し
込
み

はがき(１人または１グループ
につき１枚)に、催し名、参加
者氏名、代表者の住所・電話･
ファクス番号を書いて、４月
11日(木)必着で下記宛先へ

申
し
込
み
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あ

いませんか

＊スペースの都合などにより、「情報チャンネルa」に掲載依頼があったものすべてを掲載できない場合があります。ご了承ください。
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日本棋院秋田県本部による教室。囲
碁を楽しみながら礼儀も学びます。
対象u小学生～中学生
日時u毎週日曜日、10:00～12:00
会場u秋田囲碁センター(中通二丁目)
受講料u月額3,000円
申込u秋田囲碁センター

☎(833)6976

秋田節や秋田長持唄など６曲を学び
ます。定員80人(抽選)。
日時u５月９日(木)～10月24日(木)の
第２・第４木曜日に12回、14:00
～15:30　会場u民俗芸能伝承館
申込u往復はがき(１人１通)に、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて４月
19日(金)(消印有効)まで、
〒010-0921大町一丁目３-30 民俗
芸能伝承館☎(866)7091

対象u高校生以上のかた
日時u５月８日(水)から７月31日(水)
までの水・金曜日に20回、18:30
～20:30　会場u秋田県心身障害者
総合福祉センター(旭北の秋田県社会
福祉会館内)　テキスト代u1,500円　
定員u40人(定員超の場合は抽選)　
申込u往復はがきに、住所、氏名(ふ
りがな)、電話番号、受講理由を書い
て４月24日(水)(必着)まで、
〒010-0976八橋南一丁目8-2 秋田
市身体障害者協会☎(866)1341

秋田県難聴者・中途失聴者協会によ
る講座です。聴覚に障がいがあるか
たに、音声情報を手書きかパソコン
で伝える技術を学びます。
対象uパソコンコース…タッチタイ
ピングができパソコンを持ち込める
かた 手書きコース…どなたでも
日時u５月11日(土)～８月10日(土)の
土曜日に14回、13:00～17:00
会場u秋田県心身障害者総合福祉セ

ンター(旭北)　テキスト代u2,100円
定員(定員超は抽選)uパソコンコース
…６人　手書きコース…10人　
申込uはがきかファクスで住所、氏
名(ふりがな)、電話番号(ある場合は
ファクス番号も)、受講理由、コース
を書いて４月30日(火)(必着)まで、
〒010-0022楢山南中町8-2 中川真
理子さんへ。ファクス(833)6428
問u障がい福祉課☎(866)2093

対象uパソコンの文字入力ができ、成
果を再就職や社会活動に役立てる女性
日時u４月16日(火)・17日(水)、10:00
～15:00　会場uサンパル秋田(文化
会館内)　受講料u1,600円　
定員u10人(定員超の場合は抽選)
申込u４月８日(月)・９日(火)に女性学
習センター

☎(824)7764(9:00～17:00)

AEDを使った応急手当など。
日時u４月21日(日)9:00～
12:00　会場u秋田南消防署
(御野場) 定員u10人
申込u秋田南消防署☎(839)9551

困っているかたの話や悩みを電話で
聞く｢いのちの電話｣の相談員をめざ
すかたの講座です。
日時u４月17日(水)から７月31日(水)
までの毎週水曜日に15回(５月１日
は除く)、18:30～20:00
会場uジョイナス(千秋)　受講料u１
回1,000円(一括払いは12,000円)　
申込u秋田いのちの電話事務局
☎(823)0021(12:00～18:00)

■青少年音楽の家・初級弦楽講座…
楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ。
対象u小学３年生～大学生　日時u12
月までの日曜日、10:00～　会場u青
少年音楽の家(旭北)　受講料u１回
1,000円　申込u青少年音楽の家の
羽川さん☎(835)6355
■日本語教室ニジアス…日本語の日
常会話や基本的な読み書きを学びま
す。対象u母語が日本語以外のかた

日時u毎週水曜日、10:00～11:30
会場uジョイナス(千秋) 受講料u月
額1,500円(教材費実費)　申込u同教
室の堀野さん☎(839)7086
■国際理解講座…テーマは「アフガ
ニスタンは今」。講師はアフガニスタ
ンから来日した秋田大学の留学生。
日時u４月13日(土)13:30～14:30
会場uジョイナス第３研修室(千秋)　
問u秋田ユネスコ協会☎(834)5729
■成年後見制度の基礎知識…相続と
遺言に関する講座と相談。日時u４月
17日(水)13:30～16:00　会場u秋田
県社会福祉会館９階第３会議室
問uコスモス成年後見サポートセンタ
ー秋田県支部☎0185-54-2623
■英語で学ぶジェンダー…講師は秋
田大学准教授の和泉浩さん。日時u４
月18日(木)～７月の第２木曜日に８
回、10:00～12:00　会場u秋田大学
申込u代表の高橋さん☎(864)4758
■初心者そば打ち講習会…日時u５
月25日(土)10:00～15:00　会場u

遊学舎(上北手)　参加費u2,000円
(材料費含む)　定員u10人 申込・
問u往復はがきで５月７日(火)(必着)
まで申し込み。詳しくは遊楽庵の足
利さん☎(862)1073

日時u４月29日(月)8:50～14:00　
会場u太平山リゾート公園グラウン
ド・ゴルフ場「グリーンパル」
参加費u1,000円　先着u320人
申込u４月8日(月)から22日(月)まで、
太平山グラウンド・ゴルフ場にある
申込書に参加費を添えて、同ゴルフ
場へ提出してください
問u秋田市グラウンド・ゴルフ協会
の高橋さん☎(845)7338

鉱業博物館の所蔵品を展示します。
色彩や形の美しさをご覧ください。
日時u５月19日(日)まで、10:00～
18:00(金・土曜日は20:00まで)　
会場u新秋田県立美術館１階
講演会｢天然鉱石から生まれた岩絵の
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講　座

・料金の記載がないものは無料です
・申込方法がないものは直接会場へ

催し物「いのちの電
でん

話
わ

」公開
こうかい

講
こう

座
ざ

みんなの掲
けい

示
じ

板
ばん

①

情報チャンネルa 子も親もスタートラインに立っている ヒサト
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