
２/１(金) ２/５(火) ２/６(水) ２/12(火)
月～木　午前10時30分～

水～金　午後３時50分～
土 午後３時55分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●２/24(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「最新の市政情報を紹介」

AAB  おはよう秋田市から

ABS こんにちは秋田市から

５
分
間
テ
レ
ビ
番
組
AKT  こんばんは秋田市から

詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
tel(866)2034

エフエム秋田 秋田市マンデー555
ABSラジオ 秋田市今週のいちネタ

毎週月　午後５ 時55分～

毎週火　午前10時30分～ラジオ
］●雇用創出セミナー●明日のクリエーターたち～卒業制作展

エフエム秋田 ふれあい情報 月～金　午前10時55分～

エフエム椿台 午後スタ 毎週水　午後 ２時00分～ ●「広報あきた」から

太平山スキー場オーパス

幼稚園年長から小学６年生までのお子さんが対象です。
10日はスノボ、11日はスキー教室。初心者向けと経験者向
けクラスがあります。受講無料(用具レンタル料は実費)。
先着各10人。申し込みは、２月２日(土)午前９時から太平
山観光開発(株)へ。tel(827)2002

★キッズスキー＆スノーボードスクール

★雪上サッカーシュートに挑戦
(10:00～、14:00～、先着各回100人)
★スノーフラッグ大会(11:00～、先着各日50人)
★お楽しみ抽選会(12:00～、先着各日100人)
★親子ペアそりレース(13:00～、先着各日50組)
★雪上宝さがし大会(15:00～、先着各日50人)
●スノーモービル無料体験(11日のみ、10:00～16:00)

問い合わせ 太平山スキー場オーパスtel(827)2221

２月11日(月)午前11時～

●２分の１成人式　●昔の遊び　
●餅つき　●かまくらの資料展示

楢山太田町のなかよし遊園地
太田町町内会館

楢山かまくら保存会の
石郷岡さんtel(834)9677

問い合わせ

かまくらの前で餅つきも

２月10日(日)
11日(月)

豪華賞品をねらおう！(２日間)

午前10時～午後４時

ゲレンデのスターになれる！？

お
い
し
い

屋
台
も
あ
る
よ
！

２月10日(日)
午前10時～午後３時

アルヴェきらめき広場ほか

電気釣り堀や雪の結晶づくり、巨大
だるま落としなど、おもしろ体験がい
っぱい！　サイエンスショー(午前11
時～、午後１時30分～)、お子さんも
運転できる燃料電池カートもあるよ。

問 自然科学学習館tel(887)5330

冬もアルヴェで科学体験

かえっこバザール いらなくなった
おもちゃ、本、CＤを持ち寄って「か
えっこ」しよう。２月10日(日)午前10
時～午後４時、セリオン２階で。
ぺったん人形大会 豪華賞品あり。
参加費100円(セリオンぺったん人形
２個付き)。２月10日(日)午後１時～、
セリオン２階ちびっこ広場で。

問 セリオンtel(857)3381

セリオンは冬も楽しい！

２月16日(土)・17日(日)
午前10時～午後３時

秋田空港ビル１階ロビーほか

横手かまくら、湯沢犬っこまつり、
大館アメッコ市など、秋田の冬まつ
りが大集合！　雪の滑り台や雪玉的
当てゲーム(景品あり)で楽しもう。入
場無料。詳しくは、秋田空港ターミ
ナルビル(株)へ。tel(886)3366

秋田空港冬まつり

＊どんど焼きは、
16日(土)午後３時から行います

▼ ▼

●美短附属高等学院１・２年生展
●市民レポーターが紹介！
～移動図書館イソップ号
●秋田の小正月行事を紹介
～悪魔はらい・雄和寺沢

●市民レポーターが紹介！
①雄物川の屋形船
②スマイルボウリング
●秋田市ほっと情報
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子どもの心の成長と親の役割につい
て、子ども未来センター相談員の金
田昭三さんが話します。定員50人。
日時／２月13日(水)午前10時～正午
会場／東部公民館　参加費／無料
●申し込み　２月４日(月)午前８時30
分から東部公民館tel(834)2206

長崎宏子さんの講演、スポーツとま
ちづくりについての対談など。
日時／２月９日(土)午後１時30分～４
時30分　会場／秋田県社会福祉会館
(旭北栄町1－5) 参加費／無料
●問い合わせ　NPO法人秋田バリア
フリーネットワーク事務局

tel・ファクス(853)7470

「コンパクトなまちづくりと中心市街
地活性化～内外の成功事例に学ぶ」
をテーマに、宮城大学の横森豊雄教
授を招いてワークショップを開催。
無料。直接会場へ。詳しくは市議会
フォーラム21へ。tel(866)2199
日時／２月２日(土)午後２時～
会場／文化会館

呑百笑燦塾(どんびゃくしょうさんじ
ゅく)主宰の井上太さんの講演「地域
の融和と絆は笑いから～呑百笑燦で
人生楽しく」など。参加無料。
日時／２月14日(木)午後１時30分～
３時40分　会場／文化会館
●問い合わせ　秋田市社会福祉協議
会tel(862)7445

育て上げネット理事長の工藤啓さん
の基調講演「若者の自立にＮＰＯ等
民間が果たす役割」とパネルディス
カッション。無料。申し込みは秋田
県県民文化政策課へ。tel(860)1553
日時／２月11日(月)午後１時～４時
会場／アルヴェ２階多目的ホール(午
前10時から支援団体の活動紹介)

「消防防災」をテーマに、県内の消防
本部職員が意見発表します。２月15
日(金)午前10時30分～、アルヴェき
らめき広場で。問い合わせは、秋田
県消防長会事務局へ。tel(823)4000

講演会
こうえんかい

「孫
まご

とどう付
つ

き合
あ

う？」

２月14日(木) 18日(月)
(初日は午後１時から、最終日は午後５時まで)

アトリオン地下１階イベント広場

秋田市工芸品まつり

●秋田銀線細工　●杢目銅　●打刃物　●陶芸
●漆芸　●七宝焼　●グラスアート　●染織
●刺しゅう　●秋田蕗摺り　●秋田蕗張り

市内の工芸作家の手による工芸品を展示即売！　職人の技術、素朴な
味わいにぜひ触れてみてください。工芸品プレゼント(抽選)もあります。

工芸品づくり体験コーナー(銀の指輪・塗箸)
15日(金)から18日(月)までの４日間、午前10時30分～正午と午後１
時～３時30分の１日２回。材料費800円。お気軽にどうぞ。

午前10時～午後５時30分

催し物

消
しょう

防
ぼう

職
しょく

員
いん

意
い

見
けん

発
はっ

表
ぴょう

会
かい

地
ち

域福
いきふく

祉
し

活動合同研
かつどうごうどうけん

修
しゅう

会
かい

ねこの
飼い方教室

千秋美術館tel(836)7860問い合わせ

２月２日(土)～３月30日(日)
午前10時～午後６時(入館は５時30分まで)

一般700円 高・大学生500円 中学生以下無料観覧料

若者
わかもの

の自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

セミナー

人
ひと

にやさしいまちづくりinあきた

今
いま

こそ！まちづくりを考
かんが

えねば

工業労政課tel(866)2114問い合わせ

◆入場無料◆

「伝統的な絵画手法によって描かれた正統派のヨーロッ
パ絵画」をテーマに集められた長坂コレクションの宗教画、
世俗画、肖像画、風景画、風俗画など58点を紹介します。

「聖家族と幼い洗礼
者聖ヨハネ」マリア
ーノ・サルバドー
ル・マエーリャ

※２月23日(土)・24日(日)は休館

●ギャラリートーク
２月６日(水)・11日(月)、３月２日(日)、午後２時～

●記念講演会
①２月17日(日)午後２時～
バロックから近代へ：ヨーロッパ絵画の楽しみ
講師 千足伸行さん(成城大学教授、本展監修者)

②３月８日(土)午後２時～
ヨーロッパが見た《光》～《光》でめぐる欧州芸術史
講師 小宮正安さん(横浜国立大学准教授)

と　き／２月19日(火)
午後１時30分～３時30分

ところ／市保健所大会議室

ねこを取り巻く現状、ねことのつきあい方について話します。飼
い方や問題行動でお困りのかたはぜひどうぞ。ねこの同伴はできま
せん。参加無料。定員60人。

電話かＥメールで住所、氏名、電話番号、参加人数、相談
したいことを、２月13日(水)まで衛生検査課へ。
tel(883)1182 Eメール ro-hlex@city.akita.akita.jp

申し込み

～ヨーロッパ絵画・バロックから近代へ～

“みるか”
利用は３月まで

千秋美術館などに入館した
際にもらえる“みるか”カ
ードは、市の美術館など８
施設の入館料がそれぞれ１
回だけ２割引になるお得な
カードです。利用は３月末
まで。お持ちのかたは、ぜ
ひご利用を！

千秋美術館特別展

光のかなたへ

秋田蕗張皿

▼

▼
▼
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