
ください) 先着u50人
申込u５月７日(水)9:00から佐竹史料
館☎(832)7892

外旭川の卸売市場を一般開放。水産
物や青果、花きを特別販売します。
日時u５月17日(土)9:00～12:00
問u秋田市卸売市場協会☎(869)5255

■写真展「東日本大震災をつたえる高
校生」被災地を撮り続ける東松島の高
校生、千葉拓人さんの写真展。日程u

５月３日 (土 )か ら 10日 (土 )ま で、
10:00～17:00(３日13:30～と４日
10:30～、千葉さんのお話も) 会場u

にぎわい交流館２階 問u秋田矢留ラ
イオンズクラブ事務局☎(823)7782
■秋田県合同就職面接会　県内企業
による会社説明と就職相談。対象u平
成27年３月に大学、短大、専修学校
などを卒業予定のかた(一部、既卒者
も可)　日時u５月７日(水)13:00～
17:00　会場u秋田ビューホテル４階　
問u県雇用労働政策課☎(860)2335
■「看護の日｣フェア 健康相談や家
庭看護の実演、講演会など。
日時u５月10日(土)10:00～14:45
会場uアルヴェ１階きらめき広場
問u秋田県看護協会☎(834)0172
■バードウィーク野鳥の羽と翼展　
日時u５月12日(月)から18日(日)まで、
9:00～21:00(12日は12:00から、
18日は16:00まで)　会場u北部市民
サービスセンター１階展示ホール
問u秋田野鳥の羽同好会の加賀谷さん

☎(857)3608
■秋田植木まつり 鉢物、山野草、
花木などを販売。日時u５月14日(水)
から25日(日)まで、9:00～18:00　
会場u八橋運動公園 問u秋田植木ま
つり事務局(㈱読売エージェンシー東

日本 秋田支社内)☎(862)4594
■佐竹城下を歩く会　歴史作家の土
居輝雄さんと明田富士を散策します。
日時u５月17日(土)10:00～　
集合場所u明田郵便局前
問u佐竹城下を歩く会☎(832)8708
■秋田弁の昔っこ 昔話を７話。
日時u５月17日(土)13:30～14:40
会場uサンパル秋田(文化会館内)
問u秋田市民話の会の長谷川さん

☎(831)8887
■太平山新緑トレッキング　対象u小
学生以上(中学生以下は保護者同伴で)
日時u５月18日(日)9:00～15:00　
先着u50人　参加費u1,800円(昼食、
入浴、保険料含む)
申込u５月11日(日)17:00まで太平山
観光開発㈱☎(827)2001
■秋田清掃登山連絡協議会の太平山
登山 日時･集合場所u５月25日(日)
7:30、仁別国民の森の旭又駐車場
参加費u500円　申込u同会の大山さ
ん☎080-1654-5240

■人権相談 差別、いじめなどでお
困りのかたは、全国共通人権相談ダ
イヤルへ。☎0570-003-110
◆人権擁護委員の委嘱(再任)◆

津谷ゆき子さんが法務大臣から人権
擁護委員に委嘱されました。
■ふれあい法律相談 法律、相続など
の相談に菅原佳典弁護士が応じます。
日時u５月19日(月)10:00～12:00　
会場u市老人福祉センター(八橋)　
先着u６人　申込u５月７日(水)10:00
から市社協ふれあい福祉相談センタ
ー☎(863)6006(電話のみ)

■精神障がい者家族相談
日時u５月16日(金)10:00～15:00　
会場u市老人福祉センター２階和室
(八橋)　問uNPO法人秋田けやき会

☎(833)1580

■ヤマユリの種子を差し上げます
日時u５月６日(火)9:00～11:00
会場u雄和市民サービスセンター玄関
先着u50人 問u山ゆり生産組合の菅
野さん☎(887)2832
■森林学習館「木こりの宿」が施設の
定期点検のため、５月12日(月)から
15日(木)まで臨時休館(木こり庵も)
問u木こりの宿☎(827)2111
■死別の体験を語る｢クレマチスの会｣
大切な人を失った苦しみ悲しみを語
り、分かち合います。遺族の個別ケア
も(15:20～16:00。要予約)。
日時u５月17日(土)13:00～16:00　
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
日の10:00～16:00)
■秋田県育英会｢大学月額奨学金｣奨
学生を募集 応募資格u県出身で、今
年４月に短大･大学に入学し、１年に
在籍していることなど　定員u30人
程度　貸与額u月額５万円　問u申込
方法など、詳しくは秋田県育英会へ
お問い合わせください☎(867)2311
■秋田市俳句人連盟･俳句大会の作品
募集 雑詠(未発表)２句１組で、何組
でも。俳句大会u６月22日(日)、協働
大町ビルで(13:30～同連盟の総会、
大会は14:10～) 投句料u１組1,000
円　応募u５月10日(土)まで、便せん
やB５用紙に住所、氏名(俳号も)、俳
句、電話番号、総会･俳句大会の出欠
を書いて、書留か定額小為替を入れ
て、〒010-1617 新屋松美ガ丘東町
６-９ 加藤一弥さん☎(863)3560
■個人保証なしで融資が可能になり
ました　中小企業者･小規模事業者が
個人保証なしでも金融機関から融資
を受けたり、事業が破綻しても一定
の生活費などを残すことができる、
「経営者保証に関するガイドライン｣
が策定されました。詳しくはお問い
合わせください。問u中小企業基盤整
備機構東北本部☎022-716-1751
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2014 Ｊドリームス

５月11日(日)9:45～ 八橋運動公園球技場

サッカー元日本代表の名波浩、

中山雅史、戸田和幸、中西永輔な

どのＪドリームスと〝オリンピア

育成秋田選抜〟が対戦。往年のス

ター選手のプレーが秋田で実現！

1,000円(中学生以下無料)。

コンビニ、プレイガイドでお求

めください。詳しくは、㈱ブラ

ウブリッツ秋田☎(874)9777
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対象は小学３年～６年生の親子。申
し込みは、５月７日(水)9:00から雄
和市民サービスセンター生涯学習担
当へ。☎(886)5540
■モロヘイヤ麺作り 苗の植付けか
ら、収穫、調理まで。日程u植付けは
５月24日(土)9:30～10:30、収穫は
６月22日(日)･７月13日(日)、9:30～
11:00、調理は８月７日(木)9:30～
13:00 会場uゆう菜

な

家
や

(雄和)
参加費u1組4,100円　先着u15組30人
■ガラスボトルクラフト教室 空き
びんを電熱炉で変形させて、花瓶や
小物入れを作ります。日時u５月31
日(土)9:30～11:30　会場u雄和市
民サービスセンター 先着u10組

アロマテラピーの話とルームスプレ
ー作り。材料費800円。先着10人。
対象u39歳以下のかた　
日時u５月22日(木)19:00～20:30　
会場uサンパル秋田(文化会館内)
申込u５月９日(金)9:00から勤労青少
年ホーム☎(824)5378

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６月)、材料費、
定員の順で記載しています。

①絵巻寿司u６日(金)、1,850円、20人
②京水無月と胡麻あんぱんu９日(月)、
2,050円、12人 ③オムライスu14
日(土)、1,000円、12人
④プリンとクリームブリュレu25日
(水)、2,460円、12人　⑤笹巻きと
押し寿司u27日(金)、1,850円、20人　
⑥レアチーズケーキとチーズケーキ
u30日(月)、1,950円、12人

女性が対象のスキルアップ(技術向
上)講座。会場はサンパル秋田(文化
会館内)。申し込みは、５月７日
(水)9:00から(②は８日(木)まで)女性

学習センターへ。☎(824)7764
①コミュニケーション女性学級　
アサーティブトレーニングで自分の
表現方法を学びます。日時u５月20
日(火)から９月30日(火)までの火曜日
に10回、10:00～12:00
②再就職支援講座｢IT講習とコミュ
ニケーションの基本｣ 対象uIT講習
はパソコンの文字入力ができるかた
日時u５月20日(火)から22日(木)まで、
10:00～15:00(IT講習は20日･21
日、コミュニケーションは22日)　
受講料u1,200円　定員u20人(IT講
習は10人。抽選)。22日のみの参加
もできます(その場合は無料)。

南部地域の小学生の保護者が対象で
す。家庭における子育てを学びます。
材料費実費あり。
日時u５月15日(木)から11月20日(木)
までの木曜に７回、10:00～12:00
会場･申込u南部公民館☎(832)2457

映写機の基本操作の講義と実技検
定。認定証を取得後、市視聴覚ライ
ブラリーの映写機やフィルムを無料
で活用できます。先着15人。
日時u５月17日(土)13:00～16:30
会場u河辺総合福祉交流センター　
申込u５月７日(水)9:00から生涯学習
室☎(866)2245

日時u５月24日(土)9:00～12:00
会場u秋田南消防署 先着u10人
申込u秋田南消防署☎(839)9551

■学習会「CLIL(内容言語統合型学
習)とにほんご教育」日時u５月10日
(土)13:30～15:30　会場uジョイナ
ス(千秋) 参加費u500円(会員は無
料) 問u秋田にほんごの会の工藤さ
ん☎090-5597-4622
■花の寄せ植え教室　完成品は持ち
帰りできます。先着20人。
日時u５月19日(月)9:30～11:30　
会場u大森山動物園入口のSL付近
申込u５月７日(水)9:00から(公財)秋
田市総合振興公社☎(829)0221

■ミニテニス教室 日時u５月21日
(水)･28日(水)、６月４日(水)。昼のコ
ースが10:00～12:00、夜のコース
が19:00～21:00　会場u茨島体育
館 参加費u500円　先着u各コース
30人　申込u５月12日(月)8:30から
15日(木)まで秋田市ミニテニス協会
の佐々木さん☎(879)2769
■弓道教室　日程u５月31日(土)から
８月９日(土)までの水･土曜日、13:00
～15:00。中学生は12回、一般は
21回コース　会場u一つ森公園弓道
場　参加費u3,500円　
定員u中学生５人、一般15人　
申込u５月26日(月)まで秋田市弓道連
盟の小松原さん☎(889)6789
Eメール onoba693@ybb.ne.jp

小学生以上が対象(３年以下は保護者
同伴)。自然科学学習館でのワークシ
ョップの後、バスで大森山動物園へ移
動して体験学習。入園料720円(高校
生以下無料)が必要。定員30人。
日時u５月25日(日)10:30～15:30
集合u自然科学学習館(アルヴェ４階)
申込u５月13日(火)16:00から自然科
学学習館☎(887)5330

河辺市民サービスセンターからバス
で移動し、ガイドの説明を受けなが
ら自然に触れて体力作り。先着20人。
日時u５月29日(木)、６月26日(木)、７
月24日(木)、10月23日(木)、9:00～
会場u岩見峡(河辺)、黒森山(美郷町)
ほか　参加費u保険料など実費
申込u５月７日(水)9:00から河辺市民
サービスセンター生涯学習担当

☎(882)5171

切断された軸装の一点が、秋田に里
帰りすることを記念した講演会。
日時u５月21日(水)13:30～15:30
会場u中央図書館明徳館(駐車場が工
事中のため、公共交通機関をご利用

情報チャンネルa 「忍耐」という連休の目的地 ヒサト
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