
書いて、12月８日(木)まで、〒011-
0945土崎港西五丁目３-１北部市民
サービスセンター☎(893)5969

時間は午後１時30分～３時。会場
はイーホテル秋田(大町二丁目)。受
講無料。申し込みは、NPO法人秋田
バリアフリーネットワークの鈴木さ
んへどうぞ。☎(853)7475
12月13日(火)�県産食材の生理機能性
12月15日(木)�秋田のお酒の最新動向

約32㌔の手作りみそができます。
12月８日(木)・23日(金)、午前９時
～午後零時30分(河辺三内にある
「お食事処やまぶき」に午前８時50
分集合)。参加費各13,500円(材料
費、たる代、昼食など含む)。定員各
16人。申し込みは、河辺農産加工
組合の加藤さんへ。☎(883)2711

AEDの使い方など応急手当を学習。
日時／12月17日(土)午前９時～正午　
会場／南地区コミセン(御野場)
受講料／無料　定員／10人
●申し込み　秋田南消防署救急担当

☎(839)9551

年末法律相談　法律や相続などの相
談に丸山紗代子弁護士と古谷薫弁護
士が応じます。12月19日(月)午前
10時～正午、市老人福祉センター
(八橋南一丁目)で。先着12人。申し
込みは、12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(電話でのみ受け付け)
中小企業支援制度の相談　中小企業
緊急雇用安定助成金の申請などの相

談に社会保険労務士が応じます。
12月７日(水)・21日(水)、午後１時
～４時、秋田商工会議所１階(旭北)
で。直接会場へ。詳しくは、秋田県
社会保険労務士会☎(864)1666
精神障がい者家族相談 精神に障が
いがあるかたのご家族の相談に応じ
ます。12月16日(金)午前10時～午
後３時、市老人福祉センター２階和
室で。直接会場へ。詳しくは、NPO
法人秋田けやき会☎(833)1580
障がい児者総合相談会 身体・知
的・精神・発達の障がいがあるかた
とそのご家族が対象です。就職や生
活の相談に専門の相談員が応じま
す。12月18日(日)午後１時30分～
４時、上北手にある遊学舎で。直接
会場へ。詳しくは、指定相談支援事
業所クローバー☎(846)5328
在住外国人のための電話相談
(Counseling Hot Line)
日本語�地域外国人相談員の根田暁
子さん☎090-6224-1146(月・金
曜日午後１時～５時、火曜日午前９
時～午後５時)
英語・中国語・韓国語(English,Chi-
nese,Korean)�秋田県外国人相談
センター☎(884)7050(木曜日午後
１時～３時、午後６時～８時。
Available Every Thursday,1:00～
3:00pm,6:00～8:00pm)
特許相談会 特許や意匠、商標など
の相談に専門家が応じます。12月
22日(木)午前10時～午後４時、県庁
第二庁舎３階で。申し込みは、(社)
発明協会秋田県支部☎(824)4282

外国人などに日本語を教える日本語
教室の講師８人を募集します(日本語
指導経験などが必要です)。教室は平
成24年４月～平成25年３月の毎週
木曜日(計42日)の午後６時30分～
８時、ジョイナス(秋田県民会館隣)
で開講します。指導は４クラスを分
担して行います。応募は来年１月

20日(金)(必着)まで。詳しくは、企
画調整課へどうぞ。☎(866)2033

12月31日(土)正午～午後６時にアル
ヴェきらめき広場で開催する「バン
ド博覧会」の出演者を募集します。
年齢やジャンルは不問。持ち時間１
組30分(セッティング含む)。12月
20日(火)午後７時からアルヴェで行
う打ち合わせへの参加が必須です。
申し込みは12月12日(月)まで。詳し
くは秋田市民交流プラザ管理室へ。
☎(887)5310  http://www.alve.jp

秋田県社会福祉会館では、同館のイ
ベントや花壇の手入れ、来館者の案
内を手伝ってくれるボランティアを
募集しています。詳しくは、秋田県
社会福祉協議会へ。☎(864)2700

種目／高等工科学校生徒　対象／平
成７年４月２日～平成９年４月１日
生まれの男性　試験日／１月14日
(土) 応募／１月６日(金)まで
●問い合わせ 自衛隊秋田募集案内
所☎(864)4929

１月17日(火)に三吉神社(広面)で開
催される、梵天・冬祭り俳句大会の
俳句を募集。「梵天」「冬祭り」を詠
んだ各１句を１組(投句料1,000円)
とし、１人何組でも応募できます。
●応募方法 所定の用紙か便せん
に、俳句、郵便番号、住所、氏名、
俳号、電話番号を書いて、投句料を
小為替か現金書留で同封し、12月
15日(木)まで、〒010-1617新屋松
美ガ丘東町６-９　加藤一弥方「梵
天俳句大会」係☎(863)3560
※１月17日(火)午前10時から、三吉
神社梵天祭り会場で梵天俳句２句
１組を受け付ける「当日の部」も。

み
ん
な
の
情
報

保護者から離れられる３歳前後の未就園児が対象です。往復は
がきに住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、午前か午後の希望
(定員各15人)を書いて、12月９日(金)(必着)まで、〒010-8506
東通仲町４-１アルヴェ子ども未来センター☎(887)5340 
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クリスマスお楽しみ会(子どもツリーの衣装で踊るお子さんを募集)
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18＊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。

①は所定の申込書で12月８日
(木)まで、②は12月15日(木)まで、
秋田市民交流プラザ管理室へ。
☎(887)5310 ホームページも
ご覧ください。http://www.alve.jp

①ふれあいマーケット出店
②婚活クリスマス料理教室
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ミニクリスマスケーキ作り　
対象／小学４年～６年生　
日時／12月17日(土)午前９時30分
～午後零時30分　会場／南部公民
館　材料費／600円　定員／先着
20人　申し込み／12月５日(月)午前
９時から南部公民館☎(832)2457
親子でクリスマスケーキ 小学生の
親子が対象。参加費各１組1,500円。
北部公民館　12月18日(日)午前９時
30分～午後零時30分。先着10組。
申し込みは12月５日(月)午前９時か
ら北部公民館☎(873)4839
雄和市民サービスセンター
12月24日(土)午前９時～正午。先着
８組。申し込みは12月５日(月)午前
９時から同センター☎(886)5540

小学生の親子が対象です。食の学習
ときりたんぽピザ作り。先着12組。
日時／12月27日(火)午前９時30分
～午後１時　会場／西部市民サービ
スセンター　材料費／１組500円
●申し込み 12月５日(月)午前９時
から同センター☎(826)9004

児童コーナーの書架整理や絵本の読
み聞かせなど。無料。先着20人。
対象／小学４年～６年生　
日時／12月24日(土)午前９時30分
～正午　会場／中央図書館明徳館
●申し込み 12月10日(土)午前９時
から、明徳館☎(832)9220

ロープ結びや手旗通信、方位コンパ
ス、えんぴつ削りなどに挑戦。合格
者に認定証を発行します。先着100

人。午前・午後とも同じ内容です。
対象／小学生(保護者も一緒に楽し
めます) 日時／12月23日(金)①午
前10時～正午②午後１時～３時
会場／土崎小学校　参加費／300円
●申し込み 12月３日(土)から日本
ボーイスカウト秋田県連盟

☎(857)0068(ユースパル内)

パッチワークでクリスマスリースづ
くり。受講料2,500円。定員20人。
対象／19歳以上　日時／12月13日
(火)午前10時～午後零時30分
会場／サンライフ秋田(八橋)
●申し込み 12月２日(金)からサン
ライフ秋田☎(863)1391

会場はサンパル秋田(文化会館内)で
す。申し込みは12月５日(月)午前９
時から女性学習センターへどうぞ。

☎(824)7764
市民企画講座・フットケアで家族の
コミュニケーションを考える 講師／
秋田健康支援情報局の竹下香織さん
日時／12月17日(土)午後２時～４時
受講料／無料 定員／先着30人　
老若男女のおもてなし料理
お正月にちょっと豪華な料理を作り
ませんか。講師／料理研究家の佐藤
鉄男さん　日時／12月22日(木)午前
10時～午後１時
材料費／1,500円 定員／先着20人
老若男女でおもとを生けよう 縁起
が良い「おもと」で新年を迎えよう。
講師／草楓流の長岐勝楓さん　日
時／12月28日(水)午前10時～正午
材料費／2,000円 定員／先着20人

民俗芸能伝承館　日時／12月27日
(火)午前10時～正午　材料費／
1,000円　定員／20人(抽選) 申し
込み／往復はがきに、住所、氏名、
電話番号を書いて、12月14日(水)ま

で、〒010-0921大町一丁目３-30
民俗芸能伝承館☎(866)7091
北部市民サービスセンター　日時／
12月28日(水)午前10時～正午
材料費／1,000円　定員／先着15
人　申し込み／12月５日(月)午前９
時から同センター☎(893)5969

秋田経理情報専門学校生が指導　
エクセルコース(キーボード入力が
出来るかたが対象)とワードコース
(マウス操作ができるかたが対象)。
日時／12月18日(日)午前９時～午後
４時　会場／同校中通キャンパス
資料代／各1,260円　定員／各20
人(抽選) 申し込み／12月13日(火)
午後５時まで同校☎(832)8303
北部公民館　デジタルカメラのデー
タをパソコンで活用する方法を学び
ます。日時／12月20日(火)①午前８
時30分～正午(データの保存)②午後
１時30分～４時(データの加工)
資料代／各500円　定員／先着各
12人　申し込み／12月５日(月)午前
９時から北部公民館☎(873)4839

秋田テルサ　会場は秋田テルサ。時
間は午前10時～午後１時。申し込
みは秋田テルサへ。☎(826)1800
サラダ寒天・しょうゆ寒天�12月21日(水)
受講料／2,000円 定員／20人

雲平や麦巻きなど�12月27日(火)
受講料／2,100円 定員／20人

絵巻ずし(花巻など)�12月28日(水)
受講料／2,100円 定員／24人

手打ちそば・かき揚げ�12月29日(木)
受講料／2,100円 定員／12人

そば打ち男性塾
対象／男性　日時／12月24日(土)・
25日(日)、午前10時～午後２時　会
場／北部市民サービスセンター　材
料費／各600円　定員／各16人(抽
選) 申し込み／往復はがきに講座名
と希望日、住所、氏名、電話番号を
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北風とおにごっこする十二月 ヒサト


