
童センター(午前10時～)、牛島児童
館)(午後１時30分～)
■東部公民館q(834)2206主催。「注
文の多い料理店」「セロ弾きのゴー
シュ」などを同公民館で上映。無料。
３月26日(水)午後１時30分～

市内の工芸品の展示、販売など。
とき／３月20日(木)から23日(日)まで
の４日間、午前10時～午後５時30
分(23日は午後５時まで) ところ／ア
トリオン地下１階イベント広場
●問い合わせ 工業労政課

q(866)2114

とき／３月21日(金)午前６時～８時　
ところ／国道13号線沿い、卸町の国
際パチンコとなり太平川河川敷
会費／500円
●問い合わせ 秋田清掃登山連絡協
議会の大山さんq(868)3246

港の唄で自慢ののどを競い合いま
す。入場チケットをご希望の方は、
秋田港の唄全国大会事務局へお問い
合わせください。
とき／４月６日(日)午前10時開演　
ところ／セリオンプラザ　入場料／
前売り1，000円、当日1,200円
●問い合わせ 秋田港の唄全国大会
事務局q(828)2812

光沼近隣公園の受付方法が変わりま　
光沼アリーナとテニスコートの利

用申込は、５月分(４月１日受付開始)
から電話、ファクス、パソコン、キ
ャプテン端末を使った「公共施設案
内・予約システム」による申し込み
となります。このシステムを利用さ
れるかたは、事前に利用者登録が必

要です。身分を証明できるものを持
って、八橋陸上競技場、市立体育館、
茨島体育館、体育課、公園課へどう
ぞ。システムの説明パンフレットは、
各施設窓口でさしあげています。
●問い合わせ 光沼アリーナのこと
は体育課q(866)2247、テニスコー
トのことは公園課q(866)2154

西部運動広場(秋田西中学校となり)
の、４月から７月までの団体利用の
申し込みを受け付けます。
●申し込み ３月24日(月)から28日
(金)まで西部公民館q(828)4217

活動場所は土崎図書館です。
①対面朗読ボランティアかもめ＝毎
週火・木曜日の午前中、目の不自由
なかたを対象に電話や対面で、本な
どを朗読します　②友の会＝図書館
まつり、読書感想文大会などを開催
●申し込み 土崎図書館

q(845)0572

秋田市民おやこミュージカルを上
演する会では、第19回公演のキャ
スト・スタッフを募集しています。
対象は小学生以上。募集説明会を開
きますので、直接会場へどうぞ。
とき／３月27日(木)午後７時～
ところ／文化会館リハーサル室
●問い合わせ 秋田市民おやこミュ
ージカルを上演する会の安宅さん

q(845)7965

小規模通所授産施設「つどいの家」
では、３月21日(金)と22日(土)にアト
リオンで開催のバザー展へ出品す
る、パッチワークやカントリー小物、
袋物など手作り品を募集しています。
ご協力いただけるかたは、つどいの
家q(828)4472にご連絡ください。

秋田市シルバー人材センターで放
置自転車を整備した再生自転車を
70台販売します。価格は5,000円～
8,000円です。小雨決行。
とき／３月23日(日)午前10時～
ところ／八橋の市下水道部構内の市
シルバー人材センター八橋事業所
●問い合わせ （社）市シルバー人
材センターq(863)5900

寝たきりや痴呆のかたなどを現在
家庭で介護しているかたが対象で
す。介護していての悩みや日ごろの
思いを話し合いましょう。無料。
とき／３月27日(木)午後１時30分～
３時　ところ／市保健センター
●問い合わせ 在宅介護者の集い代
表の廣田さんq(863)0935

自動車事故で保護者が亡くなった
り、重度の障害者になった家庭の中
学生までのお子さんが対象です。
貸付決定時一時金155,000円、中

学卒業まで毎月20,000円、小・中学
校入学時支度金44,000円を無利子で
お貸しします。返済期間は20年以内。
対象となるお子さんを扶養している
保護者のかたがお申し込みを。
●申し込み 自動車事故対策センタ
ー秋田支所q(863)5875

千秋公園の久保田城御隅櫓と御物
頭御番所が３月20日(木)から開館し
ます。佐竹史料館で企画展「秋田藩
文人資料展」を４月13日(日)まで開催
中。
久保田城御隅櫓 開館時間は午前９時
～午後４時30分。大人100円、高校生
50円　御物頭御番所 開館時間は午前
９時～午後４時。観覧無料
●問い合わせ 佐竹史料館

q(832)7892

小学４～６年生が対象です。押し
絵でかわいいチューリップを作りま
す。先着20人。材料費500円。
とき／３月26日(水)午前９時30分～
正午　ところ／南部公民館
●申し込み ３月17日(月)午前８時
30分から南部公民館q(832)2457

おおむね60歳以上のかたが対象
です。参加無料。持ち物は各いこい
の家にお問い合わせください。
ヨガ教室 ３月25日(火)午前10時～正
午。飯島老人いこいの家q(845)3692
おしゃれ教室 ３月27日(木)午後１時
30分～３時30分。大森山老人と子ど
もの家q(828)1651

30歳以上の女性が対象。顔のた
るみを解消するエクササイズです。
先着30人。参加料630円。
とき／３月27日(木)午後６時30分～
８時　ところ／サンライフ秋田
●申し込み ３月18日(火)午前10時
からサンライフ秋田q(863)1391

正しいウォーキングの仕方を学び
ます。参加料500円。
とき／４月８日(火)・15日(火)・22日
(火)の３回、午前10時～正午　
ところ／八橋陸上競技場
●申し込み ４月３日(木)まで秋田
市女性のスポーツ愛好者連絡協議会

q(883)1133

カントリー音楽にのって踊るダン
スです。資料代1,000円。
とき／４月５日(土)から５月31日(土)

までの土曜日に８回(５月３日は除
く)、午後７時～９時　
ところ／中央公民館
●申し込み 秋田コールツフートス
クエアズの小田内さんq(862)8153(午
後７時30分～９時30分)

会場は秋田テルサ。時間はいずれ
も午前10時～午後零時30分。受講
料1,700円。各先着24人。申し込み
は３月18日(火)午前10時から秋田テ
ルサ。q(826)1800
●中華シェフのカニ玉＆春野菜で中
華＝４月９日(水) ●日本の味！麦
とろご飯に旬の魚＝４月11日(金)
●ハイジのふっくら白パン＆パリパ
リパン＝４月12日(土) ●春の香
り！さわやかハーブを使った料理＝
４月16日(水) ●バナナ春巻き揚げ
(インドネシア料理)＝４月18日(金)
●春の行楽お弁当作り！＝４月23
日(水) ●子どもの日は巻き寿司
で！＝４月25日(金)

講義と施設での実技講習など。申
込書は全労済秋田県本部(泉菅野一
丁目１-12)でさしあげます。
とき／４月９日(水)から６月25日(水)
まで20回、午前９時～午後５時
ところ／文化会館、市医師会立高等
看護学院　定員／抽選40人　受講
料／40,000円(テキスト代含む)
●申し込み ３月20日(木)まで全労
済秋田県本部「ホームヘルパー養成
講座」係q(824)6031

会場は中央シルバーエリア。受講
無料(材料費は実費)。詳しくは中央
シルバーエリアへ。q(829)2151
陶芸教室 土曜午前コース・午後コ
ース＝４月12日(土)から６か月。各
定員20人　木工教室 ①日曜コー
ス(午前９時30分～午後３時30分)＝
４月13日(日)から３か月。定員６人

②木曜午前コース・午後コース＝４
月10日(木)から６か月。各定員６人

会場は秋田技術専門校。いずれも
午前９時～午後４時。仕事をしてい
るかたが対象。定員各20人。無料。
●ワープロ基礎(一太郎)＝４月15日
(火)・16日(水) ●ワープロ基礎(ワ
ード)＝４月22日(火)・23日(水) ●
研削といし取り替え試運転＝４月
23日(水)・24日(木)・25日(金)
●申し込み 秋田技術専門校職業訓
練センターq(824)2548

心臓病と心肺蘇生法を学びます。
受講無料。
とき／３月23日(日)午前９時～正午
ところ／秋田南消防署
●申し込み 秋田南消防署救急係

q(839)9551

高校生以上で、全日程参加できる
かたが対象です。正しい応急手当の
知識と技術を学びます。教材費
3,000円。先着30人。
とき／３月25日(火)から28日(金)まで
の４日間、午前10時～午後４時
ところ／県社会福祉会館
●申し込み ３月20日(木)まで日本
赤十字社秋田県支部q(864)2731

■16ミリ友の会南部支部q(839)1508主
催。「どんぐりと山猫」「ニルスのふし
ぎな旅」などを上映します。無料。
①３月25日(火)＝築山児童館(午前10
時～)、中通児童館(午後１時30分
～)②３月26日(水)＝大住児童館(午
前10時～)、仁井田児童館(午後１時
30分～)③３月27日(木)＝四ツ小屋児
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文化会館自主事業

日本フィルハーモニー演奏会
５月29日(木)
開場午後６時

市文化会館大ホール

チケット S席6,000円　A席5,000円
ステーションデパート・トピコ、秋田ニュ
ーシティ、市文化会館でお求めください

４月５日(土)販売開始！オール・チャイコフスキー・
プログラム　歌劇「エフゲ
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卒業式のビデオみてまた泣いている　ヒサト


