
ズの熊谷さん☎090-4044-0814
■「美の国あきた」自衛隊演奏会2015
日時u１月25日(日)14:00～16:00　
会場u県民会館　申込(応募多数の場
合は抽選)u往復はがき１枚につき２
人まで。代表者と同行者の住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、12月
17日(水)(必着)まで、〒010-0951
山王四丁目３-34 自衛隊秋田地方協
力本部広報室☎(823)5404

子どもの不登校または不登校傾向に
悩む保護者や教職員が対象です。臨
床心理士の濱田 拓さんが講演。５人
の臨床心理士による個別相談も。
日時u12月20日(土)13:00～16:40
(個別相談は14:10～)　
会場u秋田ビューホテル４階飛翔の間
申込u学校教育課☎(866)2244

受験願書は、市消防本部、各消防署な
どにあります。
日時u２月１日(日)10:00～。終了は
甲種が12:30、乙種が12:00、丙種
が11:15 会場u県社会福祉会館、県
生涯学習センター 試験手数料u甲種
は5,000円、乙種は3,400円、丙種は
2,700円 願書(書面)申請期間u12月
８日(月)～22日(月)　
願書提出先u〒010-0001 中通六丁
目７-９ 秋田県畜産会館６階 消防試
験研究センター秋田県支部

☎(836)5673

地蔵田遺跡･弥生っこ村と出土品展示
施設は、来年３月31日(火)までの冬

期間お休みします。休村中に見学を
希望するかたは、文化振興室へお問
い合わせください。☎(866)2246

■わかくさ相談電話 少年の悩みや
心配事に応じます。アルヴェ５階の
少年指導センターでは来所相談にも
応じます。日時 u平日の 9:00～
16:00(月曜のみ10:00～。年末年始
は除く)　相談電話u(884)3868
■法律相談 法律、相続などの相談に、
嵯峨 宏･佐藤史明弁護士が応じます。
日時u12月15日(月)10:00～12:00
会場u市老人福祉センター(八橋)　先
着u12人　申込u12月８日(月)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)
■食生活相談　肥満、高血圧、糖尿
病などのかたの食事について、栄養
士が相談に応じます。１人50分程。
日時u12月16日(火)9:30～16:30
会場u市保健センター(八橋)　先着u

５人　申込u12月８日(月)8:30から
保健予防課☎(883)1178
■精神障がい者家族相談 日時u12月
19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
■障がい児者総合相談 障がいがあ
るかたとご家族が対象です。在宅生
活や就職の相談に応じます。
日時u12月21日(日)13:30～16:00　
会場u遊学舎研修室１･２(上北手)　
問u指定相談支援事業所クローバー

☎(846)5328
■歯科健康相談 歯科衛生士が、む
し歯や歯周病などの相談に応じます。
日時u12月22日(月)9:30～12:00　
会場u市保健センター(八橋)
申込u保健予防課☎(883)1178

■12月10日～16日は｢北朝鮮人権侵

害問題啓発週間｣ 拉致容疑事案につ
いて情報をお持ちのかたは、秋田県警
察本部か各警察署へお知らせくださ
い。問u秋田県警察本部☎(863)1111
■安全で楽しい釣りをするために
・ライフジャケットを着用しましょう
・携帯電話の防水対策を忘れずに
・海に転落した人を見つけたときな
どは、｢118｣番へお電話ください

問u秋田海上保安部警備救難課
☎(845)1622

■うつ病患者の家族の会 １人で悩
まずみんなで話し合いましょう。
日時u12月17日(水)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☎(845)8079
■中通総合病院･生き活き健康フェア
健康相談、骨密度測定、血圧測定な
ど。日時 u12月 20日 (土 )10:00～
14:00　会場u秋田市民市場(中通)
問u社会医療法人明和会☎(834)6461
■遺族の集い･コスモスの会 大切な
人の突然死による苦しみなどを分か
ち合います。個人ケアも。日時u12
月20日(土)13:00～16:00(個人ケア
は15:20～)　会場u県社会福祉会館
参加費u300円　申込u12月19日(金)
まで秋田グリーフケア研究会☎080-
5000-8706(平日10:00～16:00)
■認知症の人と家族のつどい 悩み
や思いを語り合いませんか。日時
u12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☎(866)0391
■県立体育館の一般開放日
開放日u12月９日(火)･11日(木)･16日
(火)･18日(木)、１月６日(火)･８日(木)･
13日 (火 )･20日 (火 )･22日 (木 )･27日
(火 )･29日 (木 ) 時間区分 u火曜は
10:00～13:00、14:00～17:00、
17:00～20:00、木曜は17:00～
20:00 使用料u一般230円、高校･
大学生110円、小･中学生50円
問u県立体育館☎(862)3782

＊スペースの都合などにより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。

・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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①３B体操…動きやすい服装で。12月10日(水)、八橋老人いこいの家で。☎(862)6025
②ラフター(笑い)ヨガ…動きやすい服装で。12月11日(木)、飯島老人いこいの家で。☎(845)3692
③ADL体操…動きやすい服装で。12月16日(火)、雄和ふれあいプラザで。☎(886)5071
④童謡･叙情歌を歌おう…12月18日(木)、大森山老人と子どもの家で☎(828)1651

対象u65歳以上のかた　時間u10:15～12:00(③のみ10:00～)　
参加無料。直接会場へお越しください。
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ミニクリスマスケーキ作り。
対象u小学４～６年生　日時u12月
20日(土)9:30～12:30　会場u南部
公民館 材料費u600円　先着u20人
申込u12月８日(月)9:00から南部公
民館☎(832)2457

対象u小学生の親子　
日時u12月20日(土)10:00～13:00　
会場u北部公民館
材料費u１組1,000円　先着u10組
申込u12月８日(月)9:00から北部公
民館☎(873)4839

ミニ門松を飾って新年を迎えよう。
■南部公民館が会場
日時u12月21日(日)14:00～16:00
材料費などu1,000円　先着u20人
申込u12月８日(月)9:00から南部公
民館☎(832)2457
■民俗芸能伝承館が会場
日時u12月25日(木)10:00～12:00　
材料費u1,000円　定員u20人(抽選)　
申込u往復はがきに、催し名、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、12
月15日(月)(消印有効)まで、〒010-
0921 大町一丁目３-30 民俗芸能伝
承館☎(866)7091
■北部市民サービスセンターが会場
日時u12月25日(木)13:30～15:30
材料費u1,200円　先着u15人　
申込u12月９日(火)9:00から北部市
民サービスセンター☎(893)5969

対象u小学生　日時u１月７日(水)･８
日(木)、9:30～11:30　会場u雄和市
民サービスセンター　先着u30人
申込u12月８日(月)9:00から雄和市
民サービスセンター☎(886)5540

会場はサンパル秋田(文化会館内)。
申し込みは、12月８日(月)9:00から

女性学習センターへ。☎(824)7764
■お正月はじゃんご料理でおもてな
し 秋田の伝統･身欠きニシン料理。
持ち帰り用の容器持参。日時u12月
11日(木)･25日(木)、13:30～15:30　
材料費u700円　先着u各日16人
■お正月のおもとを生けよう
生け花初心者もどうぞ。
日時u12月26日(金)10:00～12:00　
材料費u2,500円　先着u15人

謎に満ちた古代王国の秘密など、幅
広い視点から古代美術を見つめま
す。講師は秋田公立美術大学の井上
豪 准教授。
日時u12月16日(火)18:00～19:30
会場u美大サテライトセンター(フォ
ンテAKITA６階)　先着u30人
申込uアトリエももさだ(月曜休館)

☎(888)8137(9:00～16:30)

野菜たっぷりのチキン料理。試食を
かねた反省会で親睦を図ります。
日時u12月13日(土)16:00～20:00
会場u大住地区コミュニティセンター
参加費u2,000円　先着u15人
申込u12月６日(土)～11日(木)に同地
区コミセン☎(839)6900

時間は10:00～13:00。会場と申し
込みは秋田テルサ。☎(826)1800
＊開催日(いずれも１月)、材料費、
定員の順で記載しています。
①アップルパイu14日(水)、1,950円、
12人 ②野菜ソムリエが勧める鍋パ
ーティーでプチ女子会 u16日(金)、
2,160円、20人　③チョコチップパ
ンと生チョコu21日(水)、1,950円、
12人 ④肉まんと餃子u23日(金)、
1,950円、20人　
⑤ホットケーキミックスのおやつと
パンu24日(土)、1,950円、16人
⑥野菜ソムリエが勧めるミートロー
フu28日(水)、2,160円、20人　
⑦くるみ醤油餅、豆腐カステラu30
日(金)、1,950円、16人

応急手当やAEDの使い方など。

日時u12月21日(日)9:00～12:00　
会場u南部市民サービスセンター　
先着u20人
申込u12月６日(土)から秋田南消防署

☎(839)9551

■秋田県武術太極拳連盟の体験会
日時u12月14日(日)10:00～12:00　
会場u秋田県スポーツ科学センター
申込u同連盟の朝香さん

☎090-6680-9724
■囲碁入門講座 日時u１月８日(木)
から29日(木)までの毎週木曜日、
13:00～16:00　会場uジョイナス
(千秋) 定員u20人　申込u日本棋院
の小松さん☎(862)5644

けん玉、こま、メンコなどの伝承遊
びや餅つきなど。内履き持参で。
日時u１月７日(水)10:00～12:30　
会場u東部公民館 定員u120人
申込u12月８日(月)9:00から東部公
民館☎(834)2206(9:00～17:00)

日時u１月25日(日)10:00～　
会場u新屋図書館研修室
内容u寄贈された本、保存期限の過ぎ
た雑誌を無料で差し上げます。１人
10冊まで(13:00以降は制限なし)
問u新屋図書館☎(828)4215
＊読み終えた小説などがありました
ら、１月24日(土)まで新屋図書館へ
お持ちください。

■クリスマスの夕べ 講話、チェロ
のミニコンサートなど。日時u12月
13日(土)18:00～　会場uカトリック
土崎教会(土崎港南三丁目)　問uカト
リック土崎教会☎(845)3248
■世界平和祈念クリスマス･ハンドベ
ル演奏会 日時u12月21日(日)14:00
～16:30　会場uにぎわい交流館３階
多目的ホール 問uピース･オブ･ベル

情報チャンネルa 「立ち止まるな」と来年のカレンダー ヒサト

・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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