
(金)まで、日本女子テニス連盟秋田
県支部の三森さん☎(823)8085
■初心者そば打ち講習会
日時u５月26日(土)10:00〜15:00
会場u遊学舎　受講料u2,160円
定員(抽選)u10人　申込u往復はが
きに、住所、氏名(ふりがな)、年
齢、電話番号を書いて、５月９日
(水)(必着)まで、〒010-1403 上
北手荒巻字堺切24-２ 遊学舎内郵
便箱25番遊楽庵☎(839)0162
■点訳･音訳奉仕員養成講座 視
覚障がいのあるかたに、点字の本
や録音図書を作るボランティアを
養成します。事前説明会は５月８
日(火)。日時u６月６日(水)から３
月６日(水)までに30回。点訳は水
曜、音訳は木曜を予定、10:00〜
12:00 テキスト代u実費　定員u
各10人　会場･申込u秋田県点字
図書館(土崎港)☎(845)0031

水産物や青果、花きを特別販売。
日時u４月21日(土)9:00〜12:00
会場u卸売市場(外旭川)　問u秋田
市場マネジメント☎(869)5294

港ばやし、民舞、子ども民謡ショ
ーなどの演芸、出店など。ミニ
SL(15:00まで)もあるよ！
日時u４月21日(土)10:00〜16:00
会場u陸上自衛隊秋田駐屯地内(駐
車場はありませんのでご了承くだ
さい)　問u秋田みなと振興会事務
局☎(845)2264

新屋地区の町屋や商店などに点在
する手作り作品を見たり購入した
りできます。日時u４月21日(土)･
22日(日)、10:00〜16:00　会場
u新屋表町･元町･日吉町の商店な
ど 問u事務局(ココラボラトリー
内)の後藤さん☎(866)1559

新屋在住のかたによる地域の名
所･旧跡案内など。日時u４月21日

(土)13:00〜15:00 集合u西部市
民SC 資料代u500円(大学生以下
無料･飲み物付)　定員u40人(小学
生以下は保護者同伴)　
申込 u新屋参画屋の佐々木さん
へ、電話またはEメールで住所、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

               ■国際ソロプチミスト秋田チャリ
ティーコンサート 日時u４月14
日(土)14:00〜　会場uアトリオン
音楽ホール 前売券u2,000円
問u国際ソロプチミスト秋田の大
野さん☎(834)2226
■秋田吹奏楽団第40回記念定期演
奏会 日時u４月15日(日)14:00〜
会場u文化会館　入場料u1,000円
(中･高校生800円、小学生以下無
料) 問u同楽団の中村さん

☎(853)1832
          ■秋田青少年オーケストラ第41
回定期演奏会 日時u４月15日(日)
14:30〜　会場uアトリオン音楽
ホール 入場料u1,000円(小･中
高生800円) 問u代表の羽川さん

☎(835)6355
     

省エネ設備などに対する補助事業
を紹介するほか、個別相談にも応
じます。対象u市内に事務所など
がある中小企業、医療法人、社会
福祉法人など　日時u４月24日(火)
14:00〜16:00 会場u市役所５
階の正庁　先着u80人　
申込u４月20日(金)まで環境総務課

☎(888)5704

■講演｢地域に生きる劇場｣
わらび座の山川龍巳代表取締役社
長 が 講 師 。日時 u４ 月 21   日 (土 )
13:30〜15:00　会場uほくとラ
イブラリー中央図書館明徳館２階
研修ホール 定員u60人　問u明徳
館こんわ会事務局☎(831)4072
     ■花の高尾山で｢カタクリの観察
会｣ 日時u４月22日(日)9:30〜
12:00　集合u雄和高尾山の横長
根駐車場　参加費u1,000円　先
着u30人　申込u４月９日(月)9:00
から雄和自然観察協会の伊藤さん

☎090-9535-4941
     ■民謡碑まつり
実施日u４月22日(日) 内容u10:30
〜大森山公園内グリーン広場付近
にある民謡碑の前で式典、12:00
〜懇親会(昼食は各自)とのど自慢
大会を大森山老人と子どもの家で
行います　申込u４月15日(日)まで
秋田県民謡協会の佐藤さん

☎080-5563-3176
     ■愛の芸能祭
日時u４月22日(日)12:00〜16:00
会場u県民会館　入場料u1,000円
問u秋田県赤十字芸能奉仕団事務
局の中村さん☎090-1932-8699
■春季グラウンド･ゴルフ大会
開催日u４月29   日(日)(受け付けは
8:10〜)　会場u太平山リゾート
公園グラウンド･ゴルフ場　参加
費u１人1,000円　先着u320人　
申込u申込書に参加費を添えて、４
月20日(金)までに同グラウンド･
ゴルフ場へ。詳しくは、秋田市グ
ラウンド･ゴルフ協会の高橋さん
へ。☎(845)7338

22＊市関連以外の掲載事業は、市が特に推奨するものではありません。参加内容は、主催者に事前によくご確認ください。
生じたトラブルに関して、市は責任を負いかねます。

催　し

＊アキビノトビラはお休みします。

もの×まち さんぽ 2018春

卸売市場開放デー

演奏会へようこそ♪

みんなの掲示板②

秋田みなと振興会 春のふれあい祭り

新屋衆ガイドのうらみちさんぽ

 

 

 

４月14日(土)10:30〜12:00

サケ稚魚放流体験
自然を大切に！

事業者向け省エネ補助金説明会

３歳以上のお子さんが対象です。保護者同伴でお
越しください。長靴とバケツを持って、直接会場へ
どうぞ。なお、雨天順延の場合は22日(日)に開催し
ます。順延は、14日8:00に秋田青年会議所ホーム
ページに掲載します。http://www.akitajc.jp
●問い合わせ 農業農村振興課☎(888)5738

日時

添川字飛鳥田の河川敷公園会場

周辺図



｢本荘追分｣｢秋田長持唄｣など、６
曲を学びます。日時u５月10日(木)
から10月25日(木)までの毎月第
２･第４木曜に12回、14:00〜
15:30　会場u民俗芸能伝承館
定員u80人　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19
日(木)(消印有効)まで、
〒010-0921 大町一丁目３-30
民俗芸能伝承館☎(866)7091

下浜八田の肝煎文書｢鈴木家文書｣
や｢小山村文書｣など、地域の古文
書資料を解読します。研修視察も
行います。日時u毎月第２･第４水
曜、13:30〜16:00　会場uほく
とライブラリー雄和図書館
申込u同図書館☎(886)2853

県漁協･女性部有志｢戸賀浜のかあ
ちゃん｣が講師。旬の魚料理。対
象u18歳以上で全日程参加できる
かた(お子さん連れは不可)　日時
u４月24日(火)、５月22日(火)、６
月26日(火)、10:00〜13:00　会
場u卸売市場(外旭川)　材料費など
u各1,000円　定員(抽選)u18人　
申込uはがきに、教室名、住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、４
月13日(金)まで、〒010-0802 外
旭川字待合28　あきた市場マネ
ジメント☎(869)5294

就職に必要な技術を習得します。
ひとり親家庭の母、父、寡婦

� �

が対
象です。テキスト代などは実費。
定員各10人。詳しい受講要件

は、秋田県ひとり親家庭就業･自
立支援センターへお問い合わせく
ださい。☎(896)1531
①パソコン講座(個別コース)　
スケジュールは各自調整。実施日
u４月から２月までに10回　会場
u秋田パソコンスクール内(山王)
②介護職員初任者研修
日程u４月から２月まで(申込時か
ら４か月間) 会場u商工中金第一
生命秋田ビル(中通)５階　
申込u随時受け付けます。締め切
りは９月末

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。
対象u要約筆記者として平日も活
動できるかた　日時u５月12日(土)
から10月27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市老人福祉
センター テキスト代u3,600円
定員(抽選)u８人　申込uはがきか
FAXで、住所、氏名(ふりがな)、電
話･FAX番号、受講理由を、４月28
日(土)(必着)までにお知らせくださ
い。〒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＝(833)6428　

電話の場合＝障がい福祉課
☎(888)5663

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。初めてのかた歓迎！
日時u４月28日(土)13:30〜15:00
会場u中央市民SC洋室２･３(市役
所３階)　お茶代u100円　先着
u20人　申込u４月９日(月)9:00か
ら生活総務課☎(888)5650

対象u事業場で管理･監督の立場に
あり、甲種防火管理資格を取得

し、その業務を行おうとするかた
日 時 u５ 月 17日 (木)･18日 (金)、
10:00〜16:30(18日は9:30〜)
会場u文化会館５階大会議室　
受講料u6,000円(振込手数料は別)
先着u250人 申込u４月９日(月)
から５月２日(水)までに、所定の振
込用紙で受講料を振り込み後、消
防本部予防課へ。詳しくはお問い
合わせください。☎(823)4247

応急手当や心肺蘇生法、AEDの操
作など。いずれも先着10人。
■会場が東地区コミュニティセンター
日時u４月15   日(日)9:00〜12:00　
申込u４月７日(土)から城東消防署
救急担当   ☎(832)3404
■会場が南部市民SC
日時u４月21   日(土)9:00〜12:00　
申込u４月７日(土)から秋田南消防
署救急担当   ☎(839)9551

■女性と中高年のための囲碁入門
教室 日時u４月10日(火)・17日
(火)・24日(火)、9:00〜12:00
会場uジョイナス(千秋)
教材費u1,000円　定員u20人
申込u日本棋院囲碁普及指導員の
小松さん☎(862)5644
■山菜講座 基礎知識や山菜採り
のマナーなど。日時u４月28日
(土)10:00〜11:50　会場u秋田県
林業研究研修センター 定員(抽
選)u100人　申込uはがきに、住
所、氏名、参加人数、電話番号を
書いて、４月20日(金)(消印有効)
まで、〒019-2611 河辺戸島字
井戸尻台47-2 秋田県林業研究研
修センター☎(882)4511
■初心者テニス教室(女性が対象)
日時u５月７日(月)から６月７日
(木)までの月･木曜に８回、10:00
〜12:00　会場u八橋運動公園テ
ニスコート　参加費などu7,000
円　定員u30人　申込u４月27日

広報あきた　平成30年４月６日号

■文中｢SC｣はサービスセンターの略。

情報チャンネルa u料金の記載がないものは無料です u申込方法がないものは直接会場へ
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表紙の
はなし

昨年撮影した千秋公園の桜まつり。この日は園内の桜が満開！ そして青空！そして日
曜日！ まさにお花見にはグッドタイミングで、日中からとてもにぎわっていました。
今年も、桜前線のニュースになんだかソワソワする時期になってきました。

秋田民謡講座

古文書解読講座

戸賀浜の番屋料理教室

要約筆記者養成講座

ひとり親家庭のかたが対象の講習会

コミュニケーションカフェ

甲種防火管理新規講習

救命講習会

みんなの掲示板①


