
小学生以下のリフト券が通常の半額
500円！…実施日u２月17日(日)
問uスキー場オーパス☎(827)2221

学生は除く。３人５単制の団体戦。
日時u２月17日(日)9:00～　会場u市立
体育館　参加料u１チーム2,500円　
申込u２月７日(木)まで秋田市卓球連盟
の細谷さん☎090-2958-2441

宮澤賢治没後80年記念。今も色あせ
ない宮澤作品の数々を朗読します。
パート１u２月７日(木)14:30～、ホテ
ルメトロポリタン秋田３階グランデ
で。入場料1,000円(限定150枚の前
売券は駅トピコのCA

カ
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オ
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カ

広場にて)
パート２u２月16日(土)14:00～、に
ぎわい交流館３階で。入場無料
問u明徳館こんわ会☎(831)4072

高齢者の余暇活動支援の一環です。昭
和の県政ニュース、県政映画など。
日時u２月26日(火)13:30～15:00　
会場u秋田県生涯学習センター４階視聴
覚室(山王)　

問u旅文化･余暇活動代表の加藤さん
☎(834)9707

日時と内容u２月６日(水)、10:30～講
話｢福祉のしごとセミナー(要申込)」と
13:30～就職面談会　会場u秋田ビュ
ーホテル(面談会は４階飛翔の間)
申込･問u秋田県社会福祉協議会

☎(864)2880

一般財団法人新老人の会秋田支部の主
催です。医師の日野原重明さんの講話。
日時u３月10日(日)14:00～　
会場u文化会館　入場料u1,000円　
申込u講演会事務局(秋田建設工業新聞
社内)の渡邊さん☎(863)4114

精神障がい者家族相談…
日時u２月15日(金)10:00～15:00
会場u市老人福祉センター２階和室
問uNPO法人秋田けやき会☎(833)1580
障がい児者総合相談…

相談内容u在宅生活や就労など　
日時u２月17日(日)13:30～16:00
会場u遊学舎研修室(上北手)
問u竹生寮の斎藤さん☎(834)2577
法律相談…虻川高範弁護士が応じます。
日時u２月18日(月)10:00～12:00
会場u市老人福祉センター　先着u６人　
申込u２月４日(月)10:00から市社協ふ
れあい福祉相談センター

☎(863)6006(電話のみ)
行政相談所…
相談内容u国の制度などへの苦情や意
見　日時u２月21日(木)10:00～12:00
会場u北部市民サービスセンター３階
問u秋田行政評価事務所☎(824)1426
秋田市弁護士会交通事故法律相談…
日時u毎週水･金曜日(２月22日、３月
20日は休み)、9:30～12:00
会場u秋田弁護士会館(山王六丁目)
申込u秋田弁護士会☎(862)3770

精神障がい者の交流の場｢心の自由空
間ユックリン(山王)｣で見守りや掃除、
食器洗いなどをしてくれるボランティ
アを募集します。活動日、時間など詳
しくはお問い合わせください。
問uは～とふる・ユックリン☎(867)1670
(月･水･金曜日の10:00～15:00)

＊スペースの都合などにより、「情報チャンネルa」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。

・料金の記載がないものは無料です
・申込方法がないものは直接会場へ
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地域のみなさんが快適
な生活を送るためには、
飼い主が責任をもってペ
ットのしつけを行うこと
が必要です。この教室で
は、ペットの効果的なしつ
け方法を解説します。
会場は市保健所(八橋)。

参加無料。ペットの行動
でお悩みのかたは、ぜひ
ご参加ください。
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衛生検査課☎(883)1182
〒010-0976 八橋南一丁目８-３
ペットの紛失や保護、動物の譲渡
などを情報提供しているホームペ
ージが新しくなりました！
http://www.city.akita.akita.jp/city/hl/ex/

問い合わせ

日時 ２月23日(土)10:00～12:00

対象

犬同伴のかたは抽選で10
組。飼い主のみの参加も可。
参加する犬は生後４～10か
月程度で、今年度の狂犬病
予防注射を受けていること

内容
成長と行動の解説、しつけ
の基本、寸劇、悩み相談

日時 ３月２日(土)10:00～11:30

対象 どなたでも参加できます

内容
動物病院･獣医師の講演、
習性の解説、悩み相談

定員 40人(ねこの同伴は不可)

申し込みは往復はがきで

①氏名(ふりがな)②住所③電話番号
④参加人数⑤犬同伴の有無⑥犬の
種類･名前･性別･月齢⑦相談内容
を書いて、左記の衛生検査課へ。
２月14日(木)(必着)

申し込みは往復はがきで

①氏名(ふりがな)②住所③電話番号
④参加人数⑤ねこの種類･性別･年
(月)齢⑥相談内容を書いて、左記の
衛生検査課へ。２月21日(木)(必着)

＊いずれも、往復はがきの返信欄には申
込者の住所･氏名をご記入ください。

子犬しつけ方教室 ねこ飼い方教室
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資料のまとめや修復に役立つハードカ
バーの本作りです。①角背講座は２月
28日(木)13:00～16:30、②丸背講座
は３月５日(火)12:30～16:30。
会場u赤れんが郷土館　定員(抽選)u各
20人 材料費u各300円　
申込u各講座ごと往復はがきに、希望
の講座名、住所、氏名、電話番号を書
いて２月14日(木)(必着)まで下記へ
〒010-0921秋田市大町三丁目３-21
赤れんが郷土館☎(864)6851

新聞・ラジオの再発見。災害時のラジ
オ利用など。講師は秋田放送社員。
日時u２月13日(水)13:00～16:00
会場uサンパル秋田　定員u30人
申込u２月１日(金)から女性学習センタ
ー☎(824)7764

女性が対象です。再就職･社会活動に
活かしませんか。定員５人(抽選)。
日時u２月19日(火)･20日(水)10:00～
15:00　会場uサンパル秋田
テキスト代などu1,600円
申込u２月４日(月)から６日(水)まで女
性学習センター☎(824)7764

(９:00～17:00)

定年退職を数年後に控えたかたを対象
に、新たなシニア起業家の掘り起こし
を目的とした支援講座。講師の㈱小室
経営コンサルタント･小室秀幸さんが
事業モデルや収益プランについて話し
ます。定員30人。個別相談も。
日時u２月23日(土)10:00～12:00
会場uエリアなかいち･にぎわい交流館　
申込u商工労働課☎(866)2429

自分の色彩感覚のレベルや、好みの色
相などを実験を通して確かめます。　
日時u２月18日(月)18:00～19:30
会場u公立美術工芸短大(新屋)　
申込u２月４日(月)9:00から公立美術
工芸短大事務局☎(888)8100

①東部女性セミナー・公開講座
｢97歳のむのたけじ｣と題し、日本近
代文学研究者の北条常久さんが講演。
日時u２月18日(月)10:00～12:00
会場u東部公民館☎(834)2206
②伝統工芸イタヤ細工
国指定重要無形民俗文化財のオエダラ
箕
み

の技術でかご作り。先着20人。
日時u２月20日(水)9:00～16:00
会場u東部公民館　材料費u2,000円
申込u２月４日(月)8:30から東部公民
館☎(834)2206
③エコキャンドルを作ろう
廃油を活用します。定員15人。
日時u２月25日(月)10:00～12:00
会場u東部公民館　参加費u300円
申込u２月18日(月)9:00から東部公民
館☎(834)2206

応急手当、AEDの使い方など。
日時u２月24日(日)9:00～12:00
会場u秋田南消防署　先着u10人　
申込u２月２日(土)から秋田南消防署救
急担当☎(839)9551

小学４年～６年生が対象です。電波の
勉強とラジオの組み立て。
日時u２月17日(日)13:30～16:00

会場u秋田県児童会館　
定員u20人(参加は保護者同伴で)　
申込u秋田県電波適正利用推進員協議
会の石川さん☎(845)1677

小学生以下のお宝探し(10:00～)。５
つの指令を解いて宝をゲット！レスト
ランでは冬まつり限定メニューも。
日時u２月９日(土)･10日(日)、10:00～
17:00　会場u雄和のヴィラフローラ　
申込uお宝探しは㈱雄和振興公社へ申
し込みが必要です☎(881)3011

地域の伝統行事。餅つきなど。
日時u２月10日(日)11:00～　
会場u楢山太田町の町内会館
問u楢山かまくら保存会☎(833)9992

日時u２月13日(水)･18日(月)、13:30～
会場u北部市民サービスセンター　
定員u30人
問u土崎地区生涯学習奨励員事務局の
高橋さん☎(893)5969

日時u２月23日(土)18:00～ 会場u秋田
テルサ 前売券(２月１日から)u1,000
円。販売はテルサ、サンライフ秋田、
西部体育館ほか(当日券は1,500円)
問u秋田テルサ☎(826)1800

日時u２月24日(日)10:00～15:00
会場u中央シルバーエリア屋内運動広場
出店者募集u25組。出店料600円。２
月５日(火)10:00から中央シルバーエ
リアの澤石さん☎(829)2151

スキー＆スノボ無料ワンポイントレッ
スン…対象u小学生以下　日時u２月３
日(日)･10日(日)、9:00～(受け付けは
8:30～8:50にオーパス窓口で)
チビッコデー(無料イベント実施)…日
時u２月３日(日)･17日(日)、11:30～

情報チャンネルa 雪月花　ああ雪だけは重すぎる ヒサト

・料金の記載がないものは無料です
・申込方法がないものは直接会場へ
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・料金の記載がないものは無料です
・申込方法がないものは直接会場へ

催し物

申込 観光物産課☎(866)2112

おもてなしの実践について、
㈱観光文化研究所の井川今日子
さん(写真)が講演します。受講
無料。定員50人。
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