
日曜日に８回
●申し込み 往復はがきに住所、氏
名、電話番号、受講動機を書いて、
５月22日(金)まで、〒010-0922旭
北栄町１-５ 秋田盲ろう者友の会
☎(895)5201(電話は水・金曜日の
午前10時～午後３時のみ)

会場は秋田テルサです。時間は午前
10時～午後１時。受講料各1,800
円。定員各16人。申し込みは秋田
テルサへどうぞ。☎(826)1800
生キャラメル ５月29日(金)
生八つ橋・京水無月 ６月８日(月)
米粉シフォンケーキ ６月12日(金)

対象／事業場などで管理・監督の地
位にあり、甲種防火管理者の資格が
あるかた　日時／５月28日(木)午前
10時30分～午後４時30分
会場／河辺総合福祉交流センター　
受講料／3,500円(テキスト代含む)
●申し込み ５月11日(月)から19日
(火)まで、市消防本部予防課(市消防
庁舎４階)☎(823)4247

小学生とその家族が対象です。来年
３月まで太平山リゾート公園で、天
体観測やスキー教室などの活動を毎
月開催。会員はザ・ブーンを優待利
用できます。年会費１家族8,000円
(４人まで。５人目からは１人1,000
円増)。先着10家族。申し込みは、
５月３日(日)午前９時から、太平山観
光開発(株)営業企画課☎(827)2002

菅英三子ソプラノリサイタル 収益
は災害支援などに使います。日時／

５月15日(金)午後７時～　会場／ア
トリオン音楽ホール　入場料(自由
席)／3,000円(当日券3,500円)
問い合わせ／国際ソロプチミスト秋
田の及川さん☎(845)8046
秋田市管弦楽団ファミリーコンサート
小さいお子さんも入場でき、演奏中
でも自由に出入りできます。時間は
午後２時～４時。無料。自分の楽器
でオーケストラと演奏できるコーナ
ーもあります(要申込)。詳しくは同
楽団の伊藤さんへ。☎(823)1192
５月17日(日) セリオン
５月24日(日) 西部市民サービスセンター

秋田大学奇術研究会が手品を披露。
５月５日(火)午後２時～３時30分、
県児童会館で。無料。直接会場へ。
●問い合わせ　秋田県児童会館

☎(865)1161

山菜・木工品販売など。先着250人
に、こぶしの苗木をプレゼント！
日時／５月９日(土)午前10時～午後
２時　会場／アゴラ広場周辺
●問い合わせ 東北森林管理局指導
普及課☎(836)2214

ゆっくりハイキング 雄和の高尾山
をハイク。日時／５月16日(土)午前
９時30分～午後２時(集合場所は高
尾山駐車場) 参加費／525円　定
員／20人　申し込み／秋田赤十字
病院特定保健指導室☎(829)5060
太平山リゾート公園新緑ウオーク
秋田駅東口からバス送迎あり(午前
９時出発)。日時／５月17日(日)午
前10時～午後３時　参加費／
1,500円(ザ・ブーン入館料、昼食、
保険料込) 定員／先着50人　申し
込み／５月３日(日)午前９時からク
アドームザ・ブーン☎(827)2301
森林体験 山形県鶴岡市の林での散

策とたけのこ採りを通し、森からの
家づくりを考えます。日時／５月23
日(土)午前７時～午後５時30分　集
合場所／午前６時50分、県庁議会
棟前駐車場に集合　参加費／1,500
円　申し込み／５月12日(火)まで「秋
田杉で街づくり」ネットワーク事務
局(小野建築研究所)☎(888)4551
緑の山歩塾 太平山登山で森林にふ
れ合おう。日程／６月13日(土)午前
６時45分に秋田駅東口に集合し、
バスで現地へ　参加費／3,500円
(保険料含む) 定員／20人(抽選)
申し込み／はがきに住所、氏名、年
齢、電話番号を書いて、５月15日
(金)まで、〒010-8550中通五丁目
９-16 東北森林管理局指導普及課緑
の普及係☎(836)2218(平日のみ)

楢山西部と下浜総社跡を巡ります。
５月16日(土)午前10時、五丁目橋た
もとに集合。参加無料。詳しくは土
居輝雄さんへ。☎(832)8708

旧秋田藩主佐竹氏の別邸・如斯亭を
一般公開します。直接会場へ。駐車
場はありませんので、バスなどでお
越しください(秋田温泉線、仁別リ
ゾート公園線「からみでん」下車)。
日時／５月17日(日)午前９時～正午
場所／旭川南町２-73(からみでん
交差点の北西角) 観覧料／200円
(施設整備協力金として)
●問い合わせ 文化振興室

☎(866)2246

手芸が好きなかたの交流サロンで
す。参加費300円。直接会場へ。
日時／５月16日(土)午後１時～３時
会場／コミュニティーサロンクロー
バー(中通の小泉耳鼻咽喉科１階)
●問い合わせ NPO法人子育て応
援Seed☎050-7559-8999
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びーらぶは、DV(ドメスティック・バイオレンス)の
被害にあった子どもと女性を支援する心理教育プログ
ラムです。秋田で養成講座が始まるのを記念して、女
性の生き方をサポートするNPO法人「女性ネット
Saya-Saya」共同代表の松本和子さんが講演します。

午前10時～正午

５月７日(木)から21日(木)まで、女性学習セン
ター☎(824)7764・ファクス(823)6200
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DV被害児・者への取り組み 日時
びーらぶ in 秋田 オープニング講座

アルヴェ４階洋室C
80人1,000円 定員参加費
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会場はアルヴェ４階の自然科学学習
館。参加無料。詳しくは同館へ(５
月７日(木)は休館)。☎(887)5330
①来館者100万人突破記念イベント
かざぐるま、紙とんぼなどを作りま
す。５月２日(土)から６日(水)まで、
午前10時～11時30分と午後１時
30分～３時。直接会場へどうぞ。
②科学つめあわせ便 サイエンスシ
ョー(どなたでも)と実験体験(小学
生以上が対象。小学３年生以下は保
護者同伴で。定員20人。要申込)。
日時／５月10日(日)午後１時～２時
30分　実験体験の申し込み／５月
２日(土)午前９時から自然科学学習
館☎(887)5330

童謡や叙情歌を歌おう。無料。直接
会場へどうぞ。詳しくは、雄和ふれ
あいプラザへ。☎(886)5071
対象／60歳以上のかた　日時／５
月12日(火)から10月13日(火)まで、
毎月第２火曜日に６回、午前10時
～正午　会場／雄和ふれあいプラザ

女性が対象です。「集いあい 楽しく
学び 健やかに」をテーマに、移動
学習など。学級運営費2,000円。
日時／６月９日(火)から来年３月ま
で月１回、午前10時～正午　会
場／土崎公民館ほか　定員／100人
●申し込み ５月22日(金)まで土崎
公民館☎(846)1133

美術工芸短大産業デザイン学科の大
八木敦彦准教授が、英国の紅茶文化
の歴史や紅茶の味わい方、お茶に関

する芸術について話します。無料。
日時／５月25日(月)午後６時～７時
会場／公立美術工芸短大講義室
●申し込み 秋田公立美術工芸短期
大学事務局☎(888)8100

さきがけ文学賞を受賞した、さいと
う学さん(河辺在住)が、文章を書く
よろこびについて話します。無料。
日時／５月23日(土)午後２時～３時
30分　会場／中央図書館明徳館河辺
分館(河辺総合福祉交流センター内)
●申し込み ５月８日(金)午前10時
から明徳館河辺分館☎(881)1202

会場はサンパル秋田。②～④の申し
込みは、５月７日(木)午前９時から女
性学習センターへ。☎(824)7764
①再就職・社会活動支援IT講習「エ
クセル初級」 希望者には再就職プ
ラン相談も。対象／再就職または社
会活動に、講習の成果を生かす女性
日時／５月19日(火)から21日(木)ま
で、午前10時～午後３時　
受講料／1,500円　定員／10人(抽
選) 申し込み／往復はがき(１人１
通)に講座名、住所、氏名、年齢、電
話番号、相談希望日(希望者のみ)を
書いて、５月７日(木)まで、〒010-
0921大町二丁目３-27 女性学習
センター。☎(824)7764
②実用書道 のし袋の書き方など、
初心者向けの漢字とかなを学びま
す。日時／５月19日(火)・26日(火)、
６月２日(火)、午前10時～正午
受講料／無料　定員／先着10人
③やさしく楽しいフォークダンス
フォークダンスの基本ステップ。
日時／５月21日(木)・28日(木)、６
月４日(木)、午後１時～２時30分
受講料／無料　定員／先着20人
④笹巻きづくり講座 日時／５月
28日(木)午前10時～午後零時30分
材料費／300円　定員／先着20人　

自動体外式除細動器(AED)の操作な
ど。受講無料。先着10人。
日時／５月16日(土)午前９時～正午
会場／秋田南消防署
●申し込み ５月２日(土)から秋田
南消防署救急担当☎(839)9551

会場は民俗芸能伝承館(大町一丁目)。
無料。申し込みは５月７日(木)午前８
時30分から同館へ。☎(866)7091
秋田万歳入門講座 藩政時代から受
け継がれてきた秋田万歳を学びま
す。日時／５月12日(火)から６月
30日(火)までに６回、午後６時30
分～８時　定員／先着30人
秋田民謡講座 秋田民謡６曲を学び
ます。日時／５月21日(木)から10
月22日(木)までに12回、午後６時
30分～８時　定員／先着100人

日時／５月９日(土)・17日(日)、６月
７日(日)・21日(日)、午後１時30分～
３時30分　会場／県生涯学習センタ
ー　資料代／800円　定員／20人
●申し込み 川柳銀の笛吟社の小林
さん☎(834)5581

５月10日(日)・17日(日)、午後２時
～４時、市文化会館で。無料。定員
５人。申し込みは、南京玉すだれ振
興会の山上さんへ。☎(884)2760

目と耳の両方に障害がある「盲ろう
者」のかたの通訳介助者になりませ
んか。会場は秋田県心身障害者総合
福祉センターほか。テキスト代
2,080円。定員20人(抽選)。
基礎 ５月30日(土)から７月25日(土)
までに９回、午前10時～午後３時
実践 ８月から来年３月までの第３
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人波の中で観ているいい景色 ヒサト


