
会場／秋田工業高等学校、県生涯学
習センター 受験料／甲種5,000円、
乙種3,400円、丙種2,700円　
●申し込み　市消防本部、各消防署
などにある受験願書で、４月５日(月)
から16日(金)まで(財)消防試験研究
センター秋田県支部☎(836)5673

種目は一般(対象：18歳～33歳のか
た)と技能(対象：医療・語学・情報処
理などの国家資格がある18歳～54
歳のかた。資格種類により異なりま
すので詳しくはお問い合わせくださ
い)。試験は４月17日(土)。申し込
みは４月９日(金)まで自衛隊秋田募
集案内所へどうぞ。☎(864)4929

青年海外協力隊(20歳～39歳）、シ
ニア海外ボランティア(40歳～69歳)
の体験談＆説明会。４月17日(土)、
アルヴェ４階洋室Ｃで。直接会場へ。
青年海外協力隊 午後２時～４時
シニア海外ボランティア 午前10
時30分～午後零時30分
●問い合わせ (社)青年海外協力協
会ボランティア担当(JICA東北支部
内)☎022-223-4772

不動産に関する相談会 地価公示・
地価調査の標準価格や、不動産の価
格・賃料などの相談に不動産鑑定士
が応じます。直接会場へどうぞ。
日時／４月８日(木)午前10時～午後
４時　会場／アルヴェ４階洋室C
問い合わせ／秋田県不動産鑑定士協
会(白神不動産鑑定内)☎(869)9666
障がい児者総合相談会 身体・知
的・精神に障がいがあるかたやその
ご家族が対象。就労や生活の相談に

専門の相談員が応じます。直接会場
へどうぞ。日時／４月18日(日)午後
１時30分～４時　会場／遊学舎(上
北手) 問い合わせ／障害者生活支
援センターほくと☎(873)7804
ふれあい法律相談 法律、相続など
の相談に面山恭子弁護士が応じま
す。４月19日(月)午前10時～正午、
市老人福祉センターで。先着６人。
申し込みは４月５日(月)午前10時か
ら市社協ふれあい福祉相談センター
☎(863)6006(電話でのみ受付)

秋田市歌人協会では、６月10日(木)
にあきた文学資料館(中通)で開催す
る短歌大会の作品を募集しています。
●申し込み 200字詰め原稿用紙に
作品(１人１首。未発表に限る)、住所、
氏名、電話番号、大会当日の出欠を
書いて、出詠料1,000円を同封(書留
または小為替)し、４月30日(金)(必
着)まで、〒010-0813泉一ノ坪13-
18 渡辺悦子さん☎(868)1744

岩谷山・筑紫森清掃登山
日時と集合場所／４月18日(日)午前
６時、市役所駐車場 参加費／500円
申し込み／秋田清掃登山連絡協議会
の大山さん☎080-1654-5240
ファクス(868)3246
高尾山自然観察会　春の花いっぱい
の高尾山と温泉を楽しもう！ 参加
費3,500円(昼食代、入浴料などを
含む)。定員40人。※開花状況によ
り日程を変更することがあります。
日程／４月18日(日)午前８時30分、
秋田駅発 高尾山散策 雄和ふるさ
と温泉ユアシスで山菜ランチ・入浴
午後２時30分ユアシス発 秋田駅
申し込み／ユアシス☎(887)2575

秋田市竿燈会の会員が実演。４月３
日(土)から10月31日(日)までの土・
日、祝日、午後１時～１時40分、大
町にある民俗芸能伝承館(ねぶり流
し館)で。入館料100円(中学生以下
無料)。体験もできます。詳しくは、
民俗芸能伝承館へ。☎(866)7091

コミュニティサロン・クローバー(中
通)で工作や縁日などを楽しもう。
対象／小学生の親子　日時／４月５
日(月)午前10時～正午、午後１時～
３時　参加費／１世帯300円(縁日チ
ケット１人100円) 定員／20組
●申し込み　NPO法人子育て応援
seed☎050-7559-8999

チャイコフスキー「1812年」、岩井
直溥ポップスステージほか。４月11
日(日)午後２時～、秋田県民会館で。
入場料一般1,000円(当日1,200
円)、中・高校生800円(当日1,000
円)、小学生以下無料。詳しくは同
楽団の中村さんへ。☎(846)8332

参加費の一部は日本盲導犬協会へ寄
贈します。申し込みは４月12日(月)
まで。申し込み方法など詳しくは、
実行委員会(秋田県民共済内)へお問
い合わせください。☎(823)0131
日時／４月20日(火)午前８時30分ス
タート　会場／秋田カントリー倶楽
部　参加費／20,000円(プレー代、
昼食代、チャリティー分を含む)

秋田弁と昔話を楽しむ会です。４月
21日(水)午後１時30分～３時、市文
化会館５階で。無料。直接会場へ。
●問い合わせ 秋田市民話の会の長
谷川さん☎(831)8887
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図書館の利用マナー、本の探し方・
並べ方などを楽しく学んでみよう。
対象／小学１年～３年生　
日時／４月25日(日)午前９時30分
～11時30分　会場／土崎図書館　
参加費／無料　定員／先着14人
●申し込み ４月３日(土)午前10時
から土崎図書館☎(845)0572

けやき大学の実用書道・ペン習字教室
対象／60歳以上のかた　日時／５
月12日(水)から８月25日(水)までの
第２・４水曜日に８回、午前10時
～正午　会場／市老人福祉センター
(八橋) 受講料／無料(紙と書道用
具は持参) 定員／40人(抽選)
申し込み／４月12日(月)まで、秋田
市社会福祉協議会☎(862)7445(平
日の午前10時～午後３時)
高齢者学級「花陽(かよう)クラブ」
対象／雄和地域に住むおおむね65
歳以上のかた　日時／５月25日(火)
から来年２月まで月１回、午前10
時～午後３時　会場／雄和公民館
年会費／500円　申し込み／４月30
日(金)まで雄和公民館☎(886)5585

北部公民館・たんぽぽ婦人学級　
施設見学、料理、体操、手芸など。
対象／飯島地区に住む女性　
日時／４月21日(水)から来年２月ま
でに８回、午前10時～正午
会場／飯島地区コミュニティセンタ
ー　申し込み／４月16日(金)まで北
部公民館☎(873)4839
河辺さわやかセミナー 移動学習、
料理、健康についての学習など。活
動は年５回程度。対象／河辺地域に

住む女性　会場／河辺公民館ほか　
年会費／1,000円(実費負担あり)
申し込み／４月５日(月)午前９時か
ら河辺公民館☎(882)5311

■点訳・音訳　視覚障がい者のため
の点訳・音訳の技術を学びます。説
明会終了後、講座の申し込みを受け
付け。教材費実費。定員は各10人。
日時／説明会＝４月26日(月)午前
10時～正午　養成講座＝６月から
来年３月までに30回(点訳は毎週木
曜日、音訳は毎週水曜日)、午前10
時～正午　会場／県点字図書館
申し込み／Eメールか往復はがき
に、住所、氏名、電話番号、希望講
座(点訳か音訳)を書いて、４月19
日(月)(必着)まで、〒011-0943土
崎港南三丁目2-58 県点字図書館
ボランティア講座係☎(845)0031
Eメール　tenji@akiten.eco.to
■要約筆記(手書き・パソコン) 聴
覚障がい者に手書き・パソコンで情
報を伝えます。パソコンコースはタ
ッチタイピングができ、自分のパソ
コンを持ち込めるかたが対象です。
日時／５月８日(土)から８月28日
(土)までの月・土曜日に18回、午後
１時～４時　会場／県心身障害者総
合福祉センター(旭北栄町１-５)
テキスト代／2,100円　定員／20
人(抽選) 申し込み／電話、または
ファクス、Ｅメールに希望コース、
住所、氏名(ふりがな)、電話番号を
書いて、４月26日(月)(必着)まで、
障がい福祉課☎(866)2093
ファクス(863)6362
Ｅメール ro-wfsc@city.akita.akita.jp
■手話　対象／初めて手話を学ぶか
た　日時／５月12日(水)から７月
28日(水)までの水・金曜日に20回、
午前10時～正午　会場／県心身障
害者総合福祉センター　テキスト
代／1,500円　定員／40人(抽選)
申し込み／往復はがきに、住所、氏

名(ふりがな)、電話番号、受講理由
を書いて、４月26日(月)(必着)まで、
〒010-0976八橋南一丁目8-２ 秋
田市身体障害者協会☎(866)1341

母語が日本語以外のかたが対象。日
常会話や基本的な読み書き。初級
(受講料月3,000円)は７月までの毎
週月・木曜日、初中級(同2,000円)
は７月までの毎週木曜日、午後１時
30分～３時30分、県社会福祉会館
６階(旭北栄町)で。申し込みは、同
教室の古屋さんへ。☎(837)9542

初心者のかたもどうぞ。４月11日
(日)、５月９日(日)、午後１時～４時、
飯島地区コミセンで。参加費１回
300円。申し込みは、飯島短歌教室
の千葉さんへ。☎(846)9589

旧御所野街道と明治新道。４月17日
(土)午前10時、仁井田横山橋(横山下
丁バス停近く)に集合。無料。詳しく
は土居輝雄さんへ。☎(832)8708

約32㌔の手作りみそができます。
日時／４月15日(木)・29日(木)、午
前９時～午後零時30分(午前８時
50分に河辺の岩見温泉集合)
参加費／13,500円(材料費、たる
代、昼食代など) 定員／各16人
●申し込み 河辺農産加工組合の加
藤さん☎(883)2711

４月10日(土)・18日(日)、午後２時～
４時、文化会館地階で。無料。定員
各10人。申し込みは南京玉すだれ振
興会の山上さんへ。☎(884)2760

日時／５月23日(日)午前10時～
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