
①ココアメロンパン＆コーヒープリ
ンu11日(水)、2,160円、16人　②チ
ェリーのクリームタルトu11日(水)、
2,400円、12人　③飾り巻き寿司u12
日(木)、2,160円、16人　④山菜料理
u13日(金)、2,160円、16人　⑤男子
厨房に入る･カツオのたたき丼u14日
(土)、1,000円、８人　⑥オレンジケー
キと抹茶ロール u20日(金)、2,160
円、12人　⑦ナンとチキンカレーu25
日(水)、2,160円、16人　⑧チェリー
のクリームタルトu25日(水)、2,400
円、12人　⑨豆腐カステラ･きなこ餅
u27日(金)、2,160円、16人

対象は39歳以下のかた。会場は新庁
舎３階の中央市民SC(センタース)。
申込u４月18日(月)昼12:00から勤労
青少年ホーム☎(824)5378
＊５月６日(金)以降は、生涯学習室が
担当します。☎(888)5810

■ウェーブストレッチ教室
５月12日(木)･19日(木)･26日(木)、
19:00～20:30。先着20人
■旬を味わう春料理 ５月17日(火)
18:30～20:30。サラダパスタ、ア
クアパッツア風スープ、デザートな
ど。参加費900円。先着16人

聴覚障がい者に、手書きで音声情報
を伝える専門職を養成します。
日時u５月14日(土)から11月19日(土)
ま で の 土 曜 に 24回 、13:00～
17:00(初日と最終日は別時間)　
会場u県社会福祉会館(旭北)　テキス
ト代u3,400円　定員u10人程度　
申込uはがきかFAXで、郵便番号、住
所、氏名(ふりがな)、電話･FAX番
号、受講理由を書いて、４月30日(土)
(必着)まで、〒010-0022 楢山南中
町８-２ 秋田県難聴者･中途失聴者協
会 中川真理子さん FAX(833)6428
問uFAXの場合は上記番号へ。電話は
障がい福祉課へ。☎(866)2093

■甲種防火管理新規講習　対象な
ど、詳しくはお問い合わせください。

日時u５月19日(木)10:00～16:30、
20日(金)9:30～16:30　会場u文化
会館５階大会議室　受講料u6,000
円(振込手数料別)　定員u250人　
申込u５月９日(月)まで、消防庁舎４
階の予防課でお申し込みください。

☎(823)4247
■石油機器技術管理士講習･認定試験
日時u６月９日(木)･10日(金)、9:00～
18:00　会場uルポールみずほ(山王)　
手数料u17,280円　定員u120人
申込u４月18日(月)から日本石油燃焼
機器保守協会☎03(3499)2928

千秋公園で野鳥観察。雨天決行。
対象u小学生以上(小３以下は保護者
同伴)　日時 u４月29日(金)8:30～
10:30　集合uアルヴェ４階の自然
科学学習館に集合し、千秋公園へバ
スで移動　先着u20人　
申込u４月19日(火)16:00から自然科
学学習館☎(887)5330

■もの×まち さんぽ 2016春
町屋や商店の軒先で、手作り品の展示
販売を行います。純銀製の指輪、お
箸
はし

、刻印打ち･ネームタグなどを作る
ワークショップ(有料)も。詳しくは、
下記ブログをご覧ください。日時u４
月23日(土)･24日(日)、10:30～16:30
会場u新屋の表町、元町、日吉町、扇
町周辺　問u｢もの×まち さんぽ｣事
務局の鈴木さん☎080-5565-0722
http://ameblo.jp/mono-machi/
■新屋衆ガイドのうらみちさんぽ
新屋在住のかたの案内で、日吉神
社、余楽庵、葉隠れ墓苑、忠専寺など
を巡ります。小学生以下の場合、保
護者同伴で。小雨決行。
集合u４月23日(土)13:00に西部市民
SC(ウエスター)。所要時間は２時間
程度　資料代u500円(大学生以下無
料)　定員u40人　申込u電話かEメー

ルで新屋参画屋の佐々木さんへ、住
所、氏名、年齢、連絡先をお知らせく
ださい。☎(828)8095 
Eメールaraya.sankakuya@gmail.com

みなと囃子、舞踊、民謡ショーな
ど。加工品などの販売や自衛隊装備
品の展示などもあります！ 
日時u４月24日(日)10:00～16:00
会場u陸上自衛隊秋田駐屯地(駐車場
はありませんので、公共交通機関を
使ってご来場ください)　　
問u秋田みなと振興会事務局

☎(845)2264

■廃校舎でそばを楽しむ会 そばの
石臼挽き体験やそば定食を堪能。日
時u４月29日(金)･30日(土)、11:00
～、12:00、13:00～(各回１時間半
程度)　会場u旧上新城中学校 参加
費u1,300円(小学生までのお子さん
は650円)　先着u各20人　申込u上
新城ノーザンビレッジ☎(884)7441
■ブラウブリッツに声援を！　
入場料などは、ブラウブリッツ秋田
広報部へお問い合わせください。

☎(874)9777
日程u４月17日(日) vs.栃木SC、５月
１日(日) vs.ガンバ大阪U-23、いずれ
もあきぎんスタジアムで、13:00キ
ックオフ！ …１日(日)の試合に、ご
家族10組を招待します(抽選)。４月
26日(火)17:00までに、ブラウブリ
ッツ秋田広報部へ　
■秋田青少年オーケストラ定期演奏会
日時u４月17日(日)14:30～　会場u

アトリオン音楽ホール　入場料u一
般1,000円、小･中･高校生800円　
問u団長の羽川さん☎(835)6355
■秋田市管弦楽団ファミリーコンサ
ート 日時u４月24日(日)14:00～
会場u遊学舎(上北手) 問u事務局の
京野さん☎090-2272-3552
■４合唱団による春のコンサート
日時u４月24日(日)14:00～　会場u

アトリオン音楽ホール　入場料u一
般1,000円、小･中･高校生500円　
問u事務局の信太さん☎(866)6244

＊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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４月から３月までの毎月第３土曜(10月は除く)の9:00～
12:00は、秋田市卸売市場の一般開放デーです。新鮮な水産
物や青果、花きを販売しています。４月開催は16日(土)。ぜ
ひお越しください！秋田市卸売市場協会☎(869)5255(外旭川字待合28)
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日時u５月11日(水)から６月８日(水)ま
での毎週水曜、19:00～20:30　会場
u北部市民SC(キタスカ)　先着u20人
申込u４月19日(火)9:00から北部市
民SC☎(893)5969

パソコンで動きをプログラミングし
ます。会場はアルヴェ４階自然科学
学習館。対象はいずれも小学４年以
上の２人１組で、定員は各回８組。
申込(開始日は下記)u☎(887)5330
■基本編 ４月30日(土)の9:20～
11:50と13:00～15:30。申込開始
は４月20日(水)16:00～
■応用編 ５月14日(土)･15日(日)の
9:20～11:50と13:00～15:30。
ロボットプログラミングの経験者の
み。申込開始は５月６日(金)16:00～

東部市民SC(いーぱる)を会場に、各
種学級を開催します。先着各10人。
申込u４月18日(月)から。
☎(853)1389(平日9:00～17:00)
①シルバーカレッジ東部(60歳以上)
学習や体験活動で、心身ともに健康
に！ ５月から３月までの、原則第１
水曜、10:00～12:00。ただし、初

回は５月11日(水)。年会費1,000円
②ミセスカレッジ東部(女性が対象)
充実した熟年期を送りましょう。５
月から３月までの、原則第２木曜、
10:00～12:00。初回は５月12日
(木)。年会費1,500円
③東部女性セミナー 考えて行動す
る女性をめざしましょう。 ５月から
３月までの、原則第３月曜、10:00
～12:00。初回は５月16日(月)。年
会費2,500円
＊①②③とも年会費の他に実費負担
もあります。

｢秋田よいとこ｣｢秋田長持唄｣など、
６曲を学びます。定員80人(抽選)。
日時u５月から10月までの第２･第４
木曜(９月は第２･第５)、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枚)に、講座
名、住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、４月24日(日)(消印有効)まで、
〒010-0921 大町一丁目３-30 
民俗芸能伝承館☎(866)7091

｢渋江和光日記｣や石井露月の資料解
読のほか、研修視察などもありま
す。定員30人。見学も可。
日時u３月までの第２･第４土曜、
13:30～16:00
会場･申込uほくとライブラリー雄和
図書館☎(886)2853

久保田城址歴史案内ボランティアの
会主催。久保田城の構造や遺構、近
世秋田の藩政などを学びます。講習
と現地(千秋公園)の散策。
日時u５月10日(火)･13日(金)･17日
(火)･20日(金)、13:30～15:30　
講習会場uジョイナス
資料代u1,000円　　
申込u４月15日(金)から30日(土)まで
佐竹史料館☎(832)7892

会場は秋田テルサ。時間は10:00～
13:00(②⑧のみ18:30～20:30)。
申込u☎(826)1800
＊開催日、参加費、定員の順で記載。

本格的なお花見日和。今週末～来週

と予定を立てているかたもいるので

は？ 写真は千秋公園表門をくぐった本

丸周辺のまっすぐな桜並木。頭上を覆

うように咲き誇るさまは、いつ見ても

心癒
いや

されます。人が少ない早朝と夕暮

れ時が、特にオススメです♪
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u秋田城跡歴史資料館オープン！

u秋田市ほっと情報

ABS｢こんにちは秋田市から｣
11:40～ 11:55～

AAB｢いきいき秋田市から｣ 15:50～

AKT｢こんばんは秋田市から｣ 22:54～

＊番組内容は、変更する場合がありま

す。５分番組は秋田ケーブルテレビ

でも放送しています。

◎G.W.は太平山リゾート公園へ
◎動物園もイベント盛りだくさん！

uエフエム秋田｢秋田市マンデー
555｣　 17:55～／uABSラジオ｢秋
田市今週のいちネタ｣ 　10:30～

uエフエム椿台｢午後スタ｣　 14:00～

ラ
ジ
オ
番
組

月
火

水

土 日

月水
水

４／16 u４／20 水土

u秋田市新年度の話題

u佐竹史料館｢文化薫る秋田藩の文人展｣

４／23 u４／27 水土

ABS｢わがまち大好き秋田市長です｣

４/17　 11:40～11:55

u古
いにしえ

の疾風
か ぜ

薫る～史跡秋田城跡

日

15分番組(月１回)

５分番組

広報広聴課☎(866)2034
テレビガイド

市政

■文中｢SC｣はサービスセンターの略です。

情報チャンネルa
と･れ･た･て

・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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市政広報テレビ番組の市民リ

ポーターを募集しています。報

酬はありませんが、出演番組の

DVDを差し上げます。

４月28日(木)まで広報広聴課視

聴覚広報担当☎(866)2034

対象
中学生以上のかた(20歳未

満は保護者の同意が必要)

定員 ７人程度(面接による選考)　

申し込み

市民リポーター募集！
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