
■高齢者買い物支援IT講習
あきたスギッチファンド助成事業。
パソコンを使って、自宅で日用品の
買い物をするための操作方法を学び
ます。対象u60歳以上でインターネ
ットを利用して日用品の買い物をし
たいかた　日時u２月９日(木)･10日
(金)･11日(土)、10:00～12:00　
会場u北部市民SC(キタスカ)洋室６　
参加費u500円 定員u10人　
申込u２月７日(火)までぱそらいふ秋
田の仙道さん☎070-6629-8302
■心はればれゲートキーパー養成講座
身近な人の自殺のサインに気付き、
声かけをするとともに、必要な支援
へとつなぐ役割を担うボランティア
を養成します。日時u２月23日(木)
14:00～16:00　会場u市保健所(八
橋)　申込u秋田ふきのとう県民運動
実行委員会☎(853)1831

★２月19日(日)は｢スキー
こどもの日｣　小学生以下の１日リフ
ト券が、半額の510円に！  
★ナイターレディースデー(毎週日曜)
16:00以降のリフト４時間券が女性
は610円に！ (通常1,230円)　
★スキー＆スノボワンポイントレッ
スン(幼児～小学生が対象) ２月12
日(日)9:00～9:30。用具の着脱や簡
単な滑走などをレッスンします。当

日の8:30～8:50にオーパスフロン
トで受け付けます。先着各20人　
★オーパスチビッコデー(小学生以下
が対象 )　２月12日 (日 )11:30～
12:00。小学生以下のお子さんが対
象のお楽しみイベント♪ 先着50人
問u太平山スキー場オーパス

☎(827)2221

３月26日(日)まで開催中のコレクシ
ョン展｢描かれた人-人をめぐる絵の
世界-｣関連イベント。学芸員が作品
を解説します。展覧会チケットが必
要です。
日時u２月18日(土)14:00～14:30
観覧料u一般300円、大学生200円、
高校生以下無料
問u千秋美術館☎(836)7860

■秋田空港冬まつり　
こども制服試着会や空港内施設の見
学など。横手の〝かまくら職人〟が作
った本格的なかまくらもあります。
日時u２月12日(日)10:00～15:00
会場･問u秋田空港ターミナルビル

☎(886)3366
■福祉の就職フェア
福祉施設担当者との個別面談や求職
相談など。対象u福祉施設などへの
就職を希望するかた(学生は大学･短
大･専門学校などを今年度卒業予定
のかた)　日時u２月12日(日)13:30
～16:00(受け付けは15:00まで)　
会場uアルヴェ２階多目的ホール
問u県社会福祉協議会☎(864)2880

■県民会館｢なつかしの喜劇まつり｣
上映日u２月17日(金)･18日(土)　
会場･問u県民会館☎(834)5055
入場料(１日券)u500円
上映スケジュール
＊カッコ内はおもな出演者。
u17日…10:00～｢本日休診｣(柳 永二
郎、鶴田浩二)　12:30～｢駅前旅館｣
(森繁久彌、フランキー堺)　14:40～
｢喜劇･女は男のふるさとヨ｣(森繁久
彌、中村メイコ)　16:30～｢大誘拐
RAINBOW KIDS｣(北林谷栄、緒形 拳)
u18日…10:00～ ｢大誘拐 RAIN-
BOW KIDS｣ 12:50～｢喜劇･女は
男のふるさとヨ｣ 14:40～｢駅前旅
館｣　16:50～｢本日休診｣
■明徳館こんわ会の読書座談会
｢老いの生きかた｣(鶴見俊輔 編)につ
いて語り合います。日時u２月18日
(土)13:30～15:30　会場uほくとラ
イブラリー明徳館２階研修ホール
問u同会の堀井さん☎(837)3641
■だんすのじかんvol.２
市文化振興助成事業。国内外で活躍
するダンサー･振付家の公演。
日時u２月19日(日)14:30～16:00、
17:30～19:00　チケット代(各回)u
一般1,000円、学生700円　
定員u各40人　会場･問uココラボラ
トリー(大町)☎(866)1559
■秋田アートクラフト市　
あきたスギッチファンド助成事業。
アート作家などの作品を展示しま
す。日時 u３月４日(土)･５日(日)、
10:00～16:00　会場uさきがけホ
ール(山王)　問u同実行委員会の岩間
さん☎080-1833-0286

＊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。18

・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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２月６日(月)8:30から

文化振興課☎(888)5607

高校生、専門学校生、大学生など(39歳以下)を対象とし

た｢若者議会見学会｣を実施します。議場や委員会室の見

学、議会の説明、市議会議員との意見交換などを行いま

す。参加無料。先着39人。秋田駅東口か

ら送迎バス(13:30発)も出ます。

申し
込み

電話かＥメールで、氏名、電話番号、送

迎バス利用の有無を議会事務局議事課へ

お知らせください。☎(888)5784
Ｅメール ro-ccpr@city.akita.akita.jp

日時 ２月９日(木)13:50～15:30　
集合 市役所１階の市民の座

若
者
よ
！

議
会
見
学
に

行
こ
う
！

議
会
見
学
に

行
こ
う
！

申し
込み

昔ながらの〝カンジキ〟を履いて、

史跡地蔵田遺跡周辺の自然を観察しま

す。炉に火を入れた竪穴住居内で火起

こし体験も。参加無料。先着20人。

冬のカンジキ散策会 
in 弥生っこ村

日時 ２月25日(土)10:00～12:00

会場 弥生っこ村(御所野)

対象 小学生以上(小４以下は保護者同伴)



会場は美大サテライトセンター(フ
ォンテAKITA６階)。申し込みは２月
７日(火)9:00からアトリエももさだ
へ。☎(888)8137(月曜休館)
①スピンドル(紡錘)で毛糸を紡ごう
オリジナル毛糸作り。対象u３歳以
上(就学前のお子さんは保護者同伴)　
日時u２月25日(土)13:30～14:30
材料費u500円　定員u10人
②エコバッグを染めよう スポンジ
などでエコバッグに色を付けます。
対象u３歳～小学生(小２以下は保護
者同伴)　日時u２月26日(日)13:00
～14:00、14:30～15:30　
材料費u500円　定員u各８人

資料を使って、インターネットの基
本やブログ作成などを学びます。
日時u２月21日(火)･28日(火)、14:00
～16:00　会場u遊学舎(上北手)
問u南部市民SC☎(838)1217

市民活動をしているかたや市民活動
に興味のあるかたが対象です。午前
は市民活動の担い手確保について、
午後はメンバー内の意識のずれを減
らす方法を学びます。定員各30人。
日時u２月19日(日)10:00～12:00、
13:00～15:00　会場u市役所３階
の中央市民SC(センタース)洋室４
申込u２月４日(土)から市民交流サロ
ン☎(887)5312

心肺蘇生法やAEDの使い方など。先
着各20人。申し込みは２月４日(土)
から各消防署へ。
①会場が土崎消防署
対象u中学生以上　
日時u２月19日(日)9:00～12:00
申込u土崎消防署☎(845)0285
②会場が南部市民SC(なんぴあ)
日時u２月25日(土)9:00～12:00
申込u秋田南消防署☎(839)9551

会場は市役所３階の中央市民SC(セ
ンタース)。
①きりえ体験教室　日時u２月18日
(土)･22日(水)、13:00～15:00
教材費u300円　先着u10人
申込u２月４日(土)9:00から中央市民
SC☎(888)5644
★②～⑥は申込先が生涯学習室
申込開始日は２月６日(月)。②～⑤
が8:30から、⑥が12:00から生涯学
習室へ。☎(888)5810
②｢魅力｣を生かすメイクの秘
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(女
性が対象) メイク方法の体験など。
日時u２月24日(金)13:30～15:00
先着u20人　
③コミュニケーションカフェ 自分
も相手も大切にし、上手に気持ちを
伝える｢アサーティブ｣を学びます。
日時u２月25日(土)13:30～15:00　
お茶代u100円　先着u20人
④IT講習･エクセルの基本
日時u２月28日(火)、３月１日(水)、
13:00～16:00　受講料u1,300円　
先着u10人
⑤市民大学講座｢秋田の伝統食～今、
そして未来｣ 講師は秋田大学准教授
の佐々木信子さん。日時u３月10日
(金)14:00～16:00　先着u40人
⑥アロマハンドクリーム作り
対象u39歳以下のかた
日時u２月23日(木)18:30～20:30　
材料費u1,000円　先着u20人

16㍉映写機の基本操作などを学び
ます。講座修了者は16㍉映写機操
作認定証を取得できます。
日時u３月３日(金)13:30～16:30　
会場u河辺総合福祉交流センター
先着u15人
申込u２月６日(月)8:30から生涯学習
室☎(888)5810

■日本語教室ニジアス
対象u日本語を母語としないかた
日時u毎週水曜、10:00～11:30
会場uジョイナス(千秋) 受講料u月
1,500円 問u同教室代表の奥山さん

☎(834)7936

三吉梵天祭のクライマックス。神社へ

の梵天奉納を競い合い、男衆が勇壮に駆

け上がります。わずか数分の出来事です

が、見るものの気持ちを一気に高揚さ

せ、境内はしばらくの間、興奮の余韻に

包まれていました。

u明日のクリエーターたち

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。

◎明日のクリエーターたち
◎市･県民税の申告はお早めに

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｣　 13:20～
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ABS｢わがまち大好き秋田市長です｣

２/19　 11:40～11:55日

15分番組(月１回･手話通訳放送)

５分番組

広報広聴課☎(888)5471
テレビガイド
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■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

u秋田市ほっと情報

uあきた演劇フェスティバル

u２／15

・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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(仕事と生活の調和)


