
申し込みは、電話またはファクスか
Ｅメールに講座名、氏名、電話番号を
書いて、公立美術工芸短大事務局へ。
☎(888)8100 ファクス(888)8101
Ｅメール ro-mcmn@city.akita.akita.jp
まちづくりにおけるアート・デザイ
ンの果たす役割　日時／７月20日
(水)午後５時～７時　会場／カレッ
ジプラザ(中通の明徳館ビル２階)
受講料／無料　定員／36人　
アルミ製オリジナル表札を創る　
日時／７月30日(土)午前10時～午後
５時　会場／美短鋳金演習室　
受講料／5,250円　定員／10人
テラコッタ(素焼き彫刻)で人体を造
ろう　日時／７月31日(日)午後１時
～４時　会場／美短彫塑演習室　
受講料／525円　定員／５人

芥川龍之介の俳句をテーマに前中央
図書館明徳館館長の北条常久さんが
話します。直接会場へどうぞ。
日時／７月９日(土)午前10時30分～
正午　会場／中央図書館明徳館研修
室　受講料／無料　定員／80人
●問い合わせ　明徳館こんわ会の高
貝さん☎(835)0525

「秋田藩の番所と旅行く人々」と題
し、秋田大学教育文化学部教授の渡
辺英夫さんが話します。７月13日
(水)午前10時～正午、東部公民館
で。受講無料。直接会場へどうぞ。
●問い合わせ　東部公民館

☎(834)2206

19歳以上が対象。７月11日(月)午前
10時～午後１時、サンライフ秋田(八
橋)で。受講料3,500円。先着20人。
●申し込み　７月２日(土)午前10時
からサンライフ秋田☎(863)1391

「日常生活に活かす新しいカウンセ
リング」と題して、秋田大学教育文
化学部教授の柴田健さんが、より良
い人間関係を築くための話の聴き方
や自分らしく生きるヒントなどを解
説。７月25日(月)、８月１日(月)・８
日(月)、午後２時～４時、サンパル
秋田(文化会館内)で。受講無料。先
着30人。託児あり(７人まで)。
●申し込み ７月４日(月)午前９時か
ら女性学習センター☎(824)7764

秋田テルサ(御所野)で開きます。★
印は小学生の親子が対象です。時間
は午前10時～午後１時。申し込み
は秋田テルサへ。☎(826)1800
ブルーベリーパイ�７月13日(水)
受講料／1,800円　定員／16人

くるみゆべしとバウムクーヘン�７月15日(金)
受講料／1,800円　定員／16人

レモンケーキとショコラようかん�７月20日(水)
受講料／1,800円　定員／16人
★ブルーベリーレアチーズ�７月27日(水)
受講料／１組1,000円 定員／10組
夏のおもてなし料理�７月29日(金)
受講料／1,800円　定員／20人
★手作りソーセージ�７月30日(土)
受講料／１組1,000円 定員／８組

花火師が花火の鑑賞法や未来を話し
ます。７月８日(金)午後２時～３時
30分、西部市民サービスセンター
で。参加無料。先着60人。
●申し込み ７月４日(月)午前９時
から同センター☎(826)9004

自動体外式除細動器(AED)の操作や
応急手当の方法を学びます。７月17
日(日)午前９時～正午、秋田南消防
署で。無料。定員10人。申し込み
は秋田南消防暑へ。☎(839)9551

講師は多文化共生センター大阪代表
理事の田村太郎さん。７月31日(日)
午前10時～午後２時、秋田大学一
般教育２号館103で。参加無料。定
員50人。申し込みは、７月14日(木)
まで、(財)秋田県国際交流協会へ。

☎(893)5499

認定証をお持ちで過去２年以内に再
講習を受けていないかた、または認
定証の再交付を希望するかたが対象
です。受講無料。下記の時間内に直
接会場へどうぞ。詳しくは、生涯学
習室へ。☎(866)2245
東部公民館�７月16日(土)午後１時
～４時　北部市民サービスセンター
�７月16日(土)午後５時～８時　
西部市民サービスセンター�７月
17日(日)午後１時～４時　南部公民
館�７月31日(日)午前９時～正午
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地域マイスター養成講座
県の生涯学習講座・美の国カレッジでは、地域づ

くりの中心となる指導者を養成しています。小学生
～高校生を対象とした「キッズ＆ユースカレッジ(地
域の文化・歴史に関する実践的、体験的な学びの
場)」の企画・運営を行う〝地域マイスター〟になって
みませんか。受講無料。定員20人。申し込みは、
県生涯学習センターへどうぞ。☎(865)1171

明徳館
めいとくかん

こんわ会
かい

の文
ぶん

学
が く

講
こう

座
ざ

救
きゅう

命講
め い こ う

習
しゅう

会
か い

テルサの料
りょう

理
り

教
きょう

室
しつ

美
び

術
じゅつ

工芸短大
こうげいたんだい

の公開講
こうかいこう

座
ざ

秋
あき

田
た

の史
し

跡
せき

を学
まな

ぶ会
かい

ハワイアンキルトクッション作
づく

り

花
はな

火
び

を10倍楽
ばいたの

しむ方法
ほうほう

学習の成果を地域活動に！

市内に住む、犬の飼い主さんが対
象。犬のしつけや接し方、相談など。
同伴できる犬は生後４か月～８か月
で、平成22年度以降の狂犬病予防
注射を受けている犬です。無料。定
員30人(犬同伴は10組(抽選))。

往復はがきの返信面に、住所、氏名
(ふりがな)、電話番号、参加人数、
犬の同伴の有無、犬の種類・呼び
名・性別・年齢、相談したいことを
書いて、７月８日(金)(必着)まで、
〒010-0976八橋南一丁目８-３秋田
市保健所衛生検査課☎(883)1182
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７月23日(土)午前10時～11時30分　
秋田市保健所(八橋)
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22＊スペースの都合などにより「情報チャンネル」に掲載依頼があったものすべてを掲載できない場合があります。ご了承ください。



会場は仁別まんたらめ。秋田駅から
バス送迎あり。申し込みは、はがき
に催し名、代表者住所・氏名・電
話・ファクス番号、参加人数を書い
て、〒010-0824仁別字マンタラメ
227-１ 太平山自然学習センターへ
どうぞ。☎(827)2171
夏のファミリーキャンプ　ダッチオ
ーブン料理やテント設営を体験。
対象／中学生以下の親子　
日時／７月24日(日)午前９時45分
～午後３時30分　参加費／１家族
1,400円と食材費１人500円　
定員／10組(７月８日(金)午後３時
から同センターで公開抽選)
申し込み／７月７日(木)(必着)まで
サマーキャンプ(テントで１泊２日)
友だちとチームを組んで謎解きに挑
戦しよう！ 野外で夕飯作りも体験。
対象／中学生３人～５人のグループ
(男女別) 日程／８月１日(月)・２日
(火) 参加費／１人3,000円　定員／
10組(７月15日(金)午後３時から同セ
ンターで公開抽選) 申し込み／７月
14日(木)(必着)まで(１組１枚)

仁別国民の森自然観察会 自然観察
指導員が案内します。森林博物館の
見学も。対象／小・中学生の親子　
日時／７月27日(水)午前８時50分
～午後３時　集合場所／国民の森駐
車場(市役所から送迎バスあり)
参加費／500円(小・中学生無料)
定員／先着45人　申し込み／７月
４日(月)午前８時30分から農地森林
整備課☎(866)2117
親子森林教室 仁別国民の森の散策
や森林博物館の見学、木工製作体験
など。対象／小学生以下の親子　

日時／７月29日(金)午前８時45分
～午後３時40分　集合場所／東北
森林管理局　参加費／子ども500円
(保険料含む)、保護者100円(保険
料実費) 定員／10組(抽選)
申し込み／はがきかファクスに住
所、参加者全員の氏名(ふりがな)・
生年月日、電話・ファクス番号を書
いて、７月４日(月)から８日(金)(必
着)まで、〒010-8550中通五丁目
９-16 東北森林管理局指導普及課
☎(836)2211 ファクス(836)2012

雄和市民サービスセンター・カヌー
とダリア染め体験 対象／小学生の
親子　日時／７月23日(土)午前８時
30分～午後３時　会場／雄物川、
同センター　参加費／１人2,500円
(昼食代含む) 定員／先着10組　
申し込み／７月４日(月)午前９時か
ら同センター☎(886)5540
西部市民サービスセンター・わくわ
く地引き網体験 対象／西部地域の
小学生の親子　日時／７月24日(日)
午前６時～７時30分　会場／浜田浜
参加費／１人100円　定員／70組
申し込み／７月５日(火)午前９時か
ら同センター☎(826)9004
北部市民サービスセンター・シーカ
ヤックとストラップ作り体験
対象／小・中学生の親子　日時／７
月24日(日)午前９時～午後５時　会
場／八峰町中浜海岸(同センターか
らバスで移動) 参加費／１家族
1,000円(保険料含む) 定員／先着
20組　申し込み／７月７日(木)午前
９時から同センター☎(893)5969
河辺市民サービスセンター・親子ポ
ーセラーツ体験
対象／小学生の親子　日時／７月
30日(土)午前10時～正午　会場／
同センター　材料費／１人800円
(親子２人で1,500円) 定員／先着
20人　申し込み／７月４日(月)午前
９時から同センター☎(882)5171

親子でマイ箸(はし)作り　小学生の
親子が対象。７月29日(金)午前10時
～11時30分、東部公民館で。材料
費１組1,300円。先着20組。託児
あり。申し込み／７月４日(月)午前
９時から東部公民館☎(834)2206
手作り大好きジュニアクラブ　
小・中学生が対象(小学３年生以下は
保護者同伴)。パッチワークキルト、
刺しゅう、手織り、手編みを体験。
７月31日(日)午前10時～午後４時、
アルヴェきらめき広場で。材料費
515円～735円。申し込み／日本手
芸普及協会の佐川さん☎(878)3473
親子で七宝焼き　小学生の親子が対
象です。８月７日(日)午前10時～正
午、中央シルバーエリア(御所野)
で。受講料１人750円。先着10組。
申し込み／７月５日(火)午前10時から
中央シルバーエリア☎(829)2151

写真を見ながら世界の食文化を学び
ます。バングラデシュのおいしいカ
レーもあるよ。講師はＮＰＯ法人バ
ニヤンツリーのみなさん。先着10組。
対象／小学３年～６年生の親子　日
時／７月30日(土)午前10時～午後
１時　会場／アルヴェ４階和室ほか
参加費／大人300円、子ども200円
●申し込み　７月２日(土)午前９時
から市民交流サロン☎(887)5312

ワード(文書作成)の基礎。７月29
日(金)、８月５日(金)、午前10時～午
後３時、雄和市民サービスセンター
で。テキスト代800円。先着10人。
●申し込み　７月４日(月)午前９時
から同センター☎(886)5540
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打ち水の私に私だけの虹 ヒサト




