
旧秋田藩主･佐竹氏の別邸で国指定名
勝「如斯亭庭園」の発掘調査について
市職員が話します。定員20人。
日時u２月14日(金)13:30～15:00
会場u市教育委員会室(山王21ビル)
申込u１月20日(月)8:30から文化振
興室☎(866)2246

「あふれる食品の誤表示と食品偽装へ
の対策」をテーマに秋田大学の池本
敦准教授が講演します。先着90人。
日時u２月１日(土)10:00～12:00
会場uサンパル秋田(文化会館内)
申込u電話かEメールで１月20日(月)
9:00から生涯学習室☎(866)2245
Eメール ro-edlf@city.akita.akita.jp

日時u２月８日(土)･15日(土)･22日
(土)、３月１日(土)、14:00～16:30　
会場u障がい者支援施設ほくと(下新
城) 定員u10人
申込u１月30日(木)まで障害者生活支
援センターほくと☎(873)7804

①②とも小学生以上(3年生以下は保
護者同伴)が対象です。会場はアルヴ
ェ４階自然科学学習館。先着各20人。
①解剖にチャレンジ！ ブタの心臓
の解剖･観察と、獣医師によるブタが
食肉になるまでの話。日時u２月２日
(日)13:00～14:30　申込u１月21日
(火)9:00から同館☎(887)5330
②蔵前理科教室(くらりか) 蔵前工
業会(東京工業大学同窓会)のみなさ
んと、プロペラを回して発電する実
験や工作をしよう。日時u２月９日
(日)14:00～15:30　申込u１月28日
(火)9:00から同館☎(887)5330

■フロアカーリング交流大会(初心者
可) 日時 u２月16日 (日 )8:30～
14:00　会場u市立体育館 定員u60

組(３人１組、登録は４人まで)
申込u２月４日(火)まで電話、FAX、E
メールでスポーツ振興課へ(申込書は
市ホームページで入手できます)。
☎(866)2247･ FAX(866)2545
Eメール ro-edsp@city.akita.akita.jp
■市民スポーツ祭･ハンドボール　
日時u２月22日(土)･23日(日)、9:00～
会場u秋田大学大体育館 参加費u小･
中学生300円、１チーム3,000円
申込u２月17日(月)まで秋田市ハンド
ボール協会の佐藤さん☎(889)2577

★スキー＆スノボワンポイントレッス
ン 対象u小学生以下　日時u１月26
日(日)、２月２日(日)･９日(日)、9:00～
9:30(受け付けはオーパスプラザで
8:30～8:50)　先着u各20人
★チビッコデー １月19日(日)と２
月２日(日)の11:30～12:00、小学生
以下を対象に無料イベントを実施！
先着各50人。さらに１月19日は、
小学生以下のリフト券が通常の半額
500円！ ぜひお越しください。
問u太平山スキー場オーパス

☎(827)2221

外旭川の卸売市場を一般開放。水産
物や青果の特別販売を行います。
日時u１月18日(土)9:00～12:00
問u秋田市卸売市場協会☎(869)5255

「詩を作る刺激･本を読むと感激～私
の似非文学遍歴談｣と題して、詩人･
フリーライターのあゆかわのぼるさ
んが講演します。先着50人。

日時u１月25日(土)13:30～15:00
会場u河辺総合福祉交流センター
申込u１月18日(土)8:30から中央図
書館明徳館河辺分館☎(881)1202

■食でバリアフリー 人にやさしい
まちづくり in あきたと住まい展、あ
きた福祉機器展、秋田県特別支援学
校作業学習製品展の合同開催。日時u

１月25日(土)･26日(日)、10:00～
17:00(26日は16:00まで)　会場u

にぎわい交流館２階ほか　問uNPO
法人秋田バリアフリーネットワーク
の三浦さん☎･FAX(853)7475
■秋田県芸術文化振興大会 ｢神秘の
国で生きる喜び～無形民俗文化財の
宝庫あきた｣と題し、秋田魁新報社の
村上昌人さんが講演します。日時u２
月13日(木)14:00～15:00　会場uに
ぎわい交流館３階 定員u300人　
申込u２月12日(水)まで(一社)秋田県
芸術文化協会☎(835)3193
■あらや大川散歩道雪まつり 日時u

１月25日(土)13:00～20:00　会場u

新屋大川散歩道(新屋駅～美大) 内容
uミニかまくら…製作は13:00～、点
灯は17:00～。参加者はペアで定員
20組。同実行委員会へお申し込みを
屋台広場…14:00～　餅つき、お汁
粉の提供…15:30～　問u同実行委員
会の高橋さん☎090-1064-4800
■子どもの居場所づくり･泉の冬まつり
日時u２月１日(土)13:30～16:30　
会場u泉の秋操近隣公園 内容u雪上
サッカー、箱そり、無料ドリンク、
ミニかまくら作り、光のページェン
ト(16:00～)など 問u同実行委員長
の湯浅さん☎090-2888-1109

みんなの掲
けい

示
じ

板
ばん

①

＊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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・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
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親子でスキーを体験したい中学生以下のお子さんと家族が対象です。ス
キー教室(２日間)やスノーキャンドル作りなど。参加費は、１家族1,000
円に加え、小学生以上１人3,500円、未就学児１人3,000円。定員８家族。

のファミリーキャンプ
日時u２月８日(土)9:30～９日(日)14:00(１泊２日)

冬

はがき(１家族１枚)に催し名と住所、氏名(全員)、電話･FAX番号を書

いて、１月23日(木)(必着)まで〒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 ＊定員超の場合は抽選。

＊秋田駅東口からバスで送迎あり。

会場u太平山自然学習センターまんたらめ、オーパス
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情報チャンネル a

色画用紙を使ってペーパ
ーモビールを作ります。
対象u小学３年生以上　
日時u２月１日(土)13:00
～16:00　会場u美大サテライトセ
ンター(フォンテAKITA６階)　
受講料u500円　定員u10人
申込u１月21日(火)9:00からアトリ
エももさだ☎(888)8137(月曜休館)

ひな祭りの｢つるし飾り｣を作りま
す。初めて受講するかたが対象です。
日時u２月６日(木)･13日(木)･20日(木)
･27日(木)の４日間、9:30～12:00
会場u南部公民館　材料費u2,500円
定員u15人(定員超は抽選)
申込u往復はがきに、講座名、住所、
氏名、電話番号を書いて、１月27日
(月)(必着)まで、〒010-0062牛島東
六丁目4-5南部公民館☎(832)2457

空きびんを熱で変形させて、花びん
や小物入れを作ります。先着10人。
日時u２月13日(木)9:30～11:30
会場u雄和市民サービスセンター
申込u１月20日(月)9:00から雄和市
民サービスセンター☎(886)5540

ヘラで押す技法の彫金で壁掛けパネ
ルを作ります。先着20人。
対象u高校生以上 日時u２月14日(金)
9:00～12:30　会場u東部公民館
材料費u1,000円(額付き)
申込u１月21日(火)13:00から２月３
日(月)まで東部公民館
☎(834)2206(平日9:00～17:00）

基礎デッサンを学びます。先着15人。　
対象u高校生以上　日程u２月２日(日)
～16日(日) 会場u美大サテライトセ
ンター(フォンテAKITA６階)　
受講料u5,000円(銀行振込で。手数

料は自己負担)　内容u２月２日(日)･
９日(日)･16日(日)、10:30～15:00
に講師の指導を受けます。指導日以
外は10:00～20:00に会場で自習が
できます(要予約…☎(893)6128)。　
スクールの申込uアトリエももさだ

☎(888)8137(月曜休館)

バレンタインを楽しむおしゃれなフ
ランス料理を作ります。先着16人。
対象u39歳以下のかた 日時u２月４
日(火)18:30～20:30　会場uサンパ
ル秋田(文化会館内)　材料費u800円
申込u１月20日(月)9:00から勤労青
少年ホーム☎(824)5378

小学生の親子が対象です。　
■恵方巻き寿司作り
日時u２月１日(土)10:00～13:00　
会場u河辺総合福祉交流センター
材料費u１組500円　先着u10組　
申込u１月20日(月)9:00から河辺市
民サービスセンター☎(882)5171
■チョコ作り マシュマロチョコと
チョコタルト作り。日時u２月８日(土)
10:00～12:00　会場u西部市民サ
ービスセンター 材料費u１人300円
先着u８組　申込u１月21日(火)から
西部市民サービスセンター
☎(828)4217(平日9:00～17:00）

東部地区のかたが対象です。
①おもてなし料理…日時u２月20日(木)
10:00～13:00　材料費u1,000円　
②花巻寿司作り…日時u２月26日(水)
10:00～13:00　材料費u700円
会場(①②とも)u東部公民館　
定員u各20人(定員超の場合は抽選)
申込u往復はがき(１通につき１人)に
講座名(①②両方も可)、住所、氏名、
電話番号を書いて(返信の宛名面にも
住所、氏名を記入)、１月31日(金)ま
で、〒010-0041広面字釣瓶町13-
3東部公民館☎(834)2206

時間は10:00～13:00。会場と申し
込みは秋田テルサへ。☎(826)1800
＊開催日(いずれも２月)、材料費、

定員の順で記載しています。
①ホワイトチョコムースu５日(水)、
2,400円、12人　②中華の皮のおか
ず(春巻き、シュウマイなど)u７日(金)、
1,900円、20人 ③オレンジのケー
クショコラなどu10日(月)、2,000円、
16人 ④バレンタインデーのイタリ
アン(ピザ、オムレツなど)u14日(金)、
1,900円、16人　⑤きなこ餅u17日
(月)、1,900円、16人　⑥さくらカス
テラ、ミルク餅u19日(水)、1,900円、
16人 ⑦苺タルトレットu20日(木)、
1,500円、12人　⑧リンゴとミカン
のロールケーキu21日(金)、1,900円、
12人　⑨ひな祭り御膳u28日(金)、
2,100円、20人　

会場はサンパル秋田(文化会館内)。
先着各20人。申し込みは、いずれも
１月20日(月)9:00から女性学習セン
ターへ。☎(824)7764
■「働く上で知っておきたい関係法律」
講座＆個別相談…女性が対象。パワハ
ラやセクハラなどに関する労働関係の
法律を学びます。個別相談は要予約。
日時u１月28日(火)14:30～16:20
(相談は16:30～17:40)
■伝統文化講座･秋田弁の昔っこ…
ことばの伝承文化として語り継がれ
ている秋田弁の民話を聞きます。
日時u１月29日(水)10:00～11:30
■情報ウォッチング･映像を読み解く
～キャロライン・ケネディと父ＪＦＫ
…ドキュメント映像を題材に、情報
を主体的に収集して判断する力を身
につけ、情報について考えます。
日時u２月12日(水)13:00～15:00

「めざせ！ローカルファシリテータ
ー｣と題して、地域や風土に寄り添
ったファシリテーター(ワークショッ
プなどの進行促進役)のありかたを学
びます。講師は、NPO法人あきた
NPOコアセンターの吉田理紗さん。
対象uまちづくりワークショップなど
のファシリテーター経験者や関心が
あるかた 日時u１月26日(日)13:30
～16:30　先着u20人
会場･申込u市民交流サロン(アルヴェ
３階)☎(887)5312
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