
■バウンドテニス 日時u２月１日
(日)9:00～ 会場u市立体育館
参加費u500円　申込u１月18日(日)
まで秋田市バウンドテニス協会の湯
澤さん☎090-7062-4151
■スキー 日時u２月１日(日)9:00～
会場u太平山スキー場オーパス　参加
費u1,500円(小･中学生500円)　申
込u１月21日(水)まで秋田市スキー連
合の古谷さん☎090-2792-1363
■空手道 日時u２月８日(日)9:30～
会場u県立武道館 参加費u500円　
申込u１月24日(土)まで秋田市空手道
連盟の高橋さん☎090-1063-5375

■異世代交流イベントへの参加者(高
齢者)募集 さくらプレーパーク(上北
手)で行うしめ飾り作り(12月29日
(月))と餅つき大会(１月６日(火))で、
小学生と交流しませんか。定員各８
人。詳しくは、｢あきた冒険遊びfrog｣
の越後さんへ。☎080-5061-6701
■元旦走り初めジョギング＆ウオーク
日時u１月１日(木)9:00、千秋公園八
幡神社前に集合    問u秋田県走友会の
進藤さん☎(823)3986

■新春太平山前岳登山
日時u１月11日(日)7:30、木こりの宿
駐車場(仁別)に集合 参加費u500円　
申込u秋田清掃登山連絡協議会の大山
さん☎080-1654-5240

■調停相談会 家庭や土地･建物の問
題など。日時u１月16日(金)10:00～
15:00　会場u裁判所合同庁舎(山王)　
問u秋田調停協会☎(824)3121
■法律相談 法律、相続などの相談
に、木元愼一弁護士が応じます。
日時u１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u12月22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)

■Aターン就職相談会　
対象u    県外在住で秋田への就職･定住を

希望するかた(学生を含む)やその家族
日時u１月３日(土)10:00～17:00　
会場uにぎわい交流館４階研修室
問u県雇用労働政策課☎(860)2336
■(仮称)羽川風力発電事業の環境影響
評価書案をご覧いただけます 同文案
に関するご意見は、閲覧場所にある意
見書箱へ。詳しくはお問い合わせを。
   日時u12月22日(月)から１月21日(水)
までの平日、9:00～17:00　閲覧場
所u環境総務課(寺内)、資料閲覧コー
ナー(市役所１階)ほか 問u㈱市民風
力発電事業開発部☎011(280)1550
■若者の語り場 日頃の悩みを話し
合い、ストレスや不安を軽減します。
対象u39歳以下のかた　日時u１月10
日(土)15:00～17:00　会場uにぎわ
い交流館４階研修室４　参加費u500
円　問uNPO目的ある旅代表の草野
さん☎080-3088-7506
■在宅介護者のつどい 寝たきりや
認知症のかたなどを家庭で介護する
上での悩みなどを話し合う場です。
日時u１月19日(月)13:30～15:00
会場u市保健センター(八橋)
問uつどい代表の小野さん

☎090-9037-4482

＊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。
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１月 ８日(木) ９:00～11:40
１月15日(木)・22日(木)９:00～11:40
１月 ９日(金) 13:00～16:00
１月13日(火) 13:00～16:00
１月16日(金)13:00～16:00
１月20日(火) ９:00～12:00
１月20日(火)13:00～16:00

直接、市役所１階の市民相談セ
ンターへどうぞ(順番は当日の先
着順。受け付けは15:30まで)。

西部市民サービスセンター
市民相談センター

市民相談センター

法　律

行政書士

年金・社会保険

人権・困りごと

公証人・遺言

相談の種類 相談日時 定員 申し込み相談場所

各８人

各６人

各６人

市民相談センター
行　政

予約は12月24日(水)8:30から、
市役所１階の市民相談センター
の窓口か電話で。☎(866)2039

＊「要予約」の相談の利用は、同一
年度内に１人各１回までです。

１月14日(水)13:00～16:00

１月 ８日(木)13:00～16:00

司法書士

税務

要
予
約

予
約
不
要

コズミックカレッジ

１月６日(火)16:00から自然科学学習館
(アルヴェ５階)☎(887)5330(月曜休館)

開催日 １月17日(土) 会場 アルヴェ 先着 各20人

申し
込み

★キッズコース 対象は小学１年～３年生(保護者同

伴で)。10:00～11:30、１階きらめき広場で。か

さ袋で作ったロケット飛ばしとロケットの    話。

★ファンダメンタルコース 対象は小学４年～中学３年生。

13:00～15:00、２階多目的ホールで。宇宙飛行士のミニ体験

と宇宙飛行士になるための話。

参加
無料

２月18日(水)～22日(日)に、

にぎわい交流館２階で開催す

る｢第37回秋田市工芸品まつ

り｣の出展者を募集します。　

募集期間や販売手数料など、

詳しくはお問い合わせいただ

くか、下記のホームページを

ご覧ください。

工
芸
品
ま
つ
り
出
展
者
募
集 観光物産課☎(866)2112問

宇宙に向かう！

http://www.city.akita.akita.jp/
wp/incm/topics/1355/

秋田市工芸品まつり 検索
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対象は小学生。おやつづくりに挑戦
します。材料費300円。先着20人。
日時u１月８日(木)10:00～12:00　
会場u北部市民サービスセンター　
申込u12月22日(月)9:00から北部市
民サービスセンター☎(893)5969

空きびんを熱で変形させて、花びん
や小物入れを作ろう。
対象u小学生の親子　日時u１月17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
申込u12月22日(月)9:00から雄和市
民サービスセンター☎(886)5540

会場は中央図書館明徳館。申し込み
は、①が12月20日(土)9:00から、②
が１月８日(木)9:00から中央図書館
明徳館へ。☎(832)9220
①図書館のお仕事たいけん 児童コ
ーナーの本の整理や絵本･紙芝居の
読み聞かせを体験します。
対象u小学４～６年生　日時u１月10
日(土)9:30～12:00　先着u10人
②文化講座｢太極拳からうまれたゆ
ったり体操｣ 年齢を問わずに簡単に
できる体操を学びます。
日時u１月23日(金)･24日(土)、13:30
～15:00　先着u各20人

基礎デッサンを学びます。
対象u高校生以上　日程u１月11日
(日)～25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　先着u15人
内容u１月11日(日)･18日(日)･25日
(日)、10:30～15:30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(9:00～16:30。

月曜休館)

対象は39歳以下のかた。会場はサン
パル秋田(文化会館内)。申し込みは、
12月24日(水)9:00から勤労青少年
ホームへ。☎(824)5378
①アロマでゆったりバスタイム　ア
ロマについての講話と入浴剤作り。
日時u１月15日(木)19:00～20:30　
参加費u1,000円　先着u10人
②楽しくエクササイズ！ズンバでリ
フレッシュ　日時u１月16日(金)･23
日 (金 )･30日 (金 )、19:00～20:30
先着u15人
③フルーツカッティング　食べやす
く、美しいフルーツの切り方を学び
ます。日時u１月20日(火)･27日(火)、
18:30～20:30　参加費u１回800
円　先着u16人
④食の情報教室　秋田特産の野菜を
使った料理を作ります。
日時u１月29日(木)18:30～20:30
参加費u800円　先着u16人
⑤大事なお金の活かし方と福を巻く
料理♪　お金の大切さについての講
話と恵方巻き、伝統飾り巻き作り。
日時u１月31日(土)13:30～16:45
参加費u500円　先着u16人

■親子でミニ門松作り　ペーパーク
ラフト用紙と空き缶を再利用したミ
ニ門松作りと、資源化物と家庭ごみ
に関するクイズ。参加者にはエコバ
ッグなどをプレゼント！ 対象u小学
校低学年の親子　日時u12月27日
(土)10:00～12:00　会場uリサイク
ルプラザ(河辺豊成)　先着u20人
申込u12月22日(月)9:00から(公財)
秋田市総合振興公社☎(829)3568
■冬休み親子体験教室 七宝焼きを
体験しよう。対象u小学生の親子
日時u１月10日(土)10:00～11:30　
参加費u１人800円　先着u12組　
会場･申込u中央シルバーエリア(御所
野)☎(829)2151
■生涯現役を実現する！ 就業･生活
設計支援セミナー　対象u    55歳以上
のかた 日時u１月25日(日)13:00～
16:30　会場uルポールみずほ(山王)
先着u30人　申込u㈱フィデア総合研
究所☎0120-834-833

■精神保健ボランティア育成講座　
障がい者の地域生活を支える担い手
となっていただくための講座です。
講話、体験学習、施設見学など。
対象u心身ともに健康で、精神保健
福祉やボランティア活動に関心のあ
るかた　日程u１月20日(火)から28
日(水)までに、県社会福祉会館など
で３回開催 定員u15人　
問･申込u１月14日(水)まで指定相談
支援事業所クローバー☎(846)5328

餅つきやけん玉、こま回し、お手玉
などの昔遊びをします。
日時u１月９日(金)10:00～12:00
会場u南部公民館
問u南部公民館☎(832)2457

なまはげ体験や餅つきのほか、郷土
料理をいただきます。
対象u小学生以下のお子さんとその
家族　日時u１月15日(木)17:00～
19:30　会場u重松の家(上新城)
参加費u1家族1,000円
定員u15人(４家族程度)
申込u12月22日(月)10:00から農業
農村振興課☎(866)2116

｢古代『白谷』は新屋か、などをめぐる
周囲諸事の考察｣と題し、県立博物館
名誉館長の新野直吉さんが講演。
日時u１月17日(土)13:30～15:00
会場u西部市民サ   ービスセンター（ウ
ェスター）３階ホール
問u西部地域住民自治協議会(西部市民
サービスセンター内)☎(828)4217

■ウエイトリフティング　日時u１
月23日(金)9:30～ 会場u県スポー
ツ科学センター 参加費u300円　
申込u１月16日(金)まで秋田市ウエイ
トリフティング協会の吉川さん

☎(832)8434

情報チャンネルa 誰からのプレゼントだろ雪が降る ヒサト
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