
(日)9:00～16:00 会場u秋田経理情
報専門学校(茨島) テキスト代u1,260
円 定員u各20人(定員超は抽選)　
申込u11月12日(火)まで同校中通キャ
ンパス☎(832)8303

７つの流派による合同茶会です。
日時u11月３日(日)10:00～14:30
会場u文化会館　お茶券u500円
問u秋田市文化団体連盟☎(866)4026

生徒が箏(こと)や演劇などを披露し
ます。作品展示、茶道の実演も。
日時u11月９日(土)9:00～15:00
会場u御所野学院(御所野地蔵田)
問u御所野学院高校☎(889)9150

日時u12月１日(日)9:30～　
会場u河辺体育館　参加費u１チーム
3,000円(小学生の部は2,000円)
申込u11月19日(火)まで秋田市綱引連
盟の竹原さん☎(882)5099

琴の調べに合わせ、源氏物語〝夕顔〟、
樋口一葉の「にごりえ」などを朗読。
日時u12月５日(木)14:00～15:20
会場u中央図書館明徳館　先着u50人
申込u11月５日(火)から明徳館こんわ
会☎(831)4072

いい夫婦の日(11月22日)にちなんだ
催し。動物との記念撮影や特別ラン
チ、観覧車乗車、園長ミニ講話など。
参加費(入園料別)１組2,000円。
日時u11月23日(土)9:00～16:30
先着u夫婦30組(お子さん連れ不可)
申込u11月４日(月)9:00から
大森山動物園☎(828)5508

小学生以上が対象(３年以下は保護者
同伴)。自然科学学習館でのワークシ
ョップの後、バスで大森山動物園へ移

動して体験学習。動物園入園料(700
円。中学生以下無料)が必要です。
日時u11月24日(日)10:30～15:30
集合u自然科学学習館(アルヴェ４階)
申込u11月12日(火)9:00から自然科
学学習館☎(887)5330(月曜休館)

土崎神明社鎮座400年記念シンポジ
ウム。基調講演は東京国立博物館館
長の銭谷眞美さん。また、地元出身
の著名人をパネリストに迎え、曳山
行事への想いなど語り合います。
日時u11月24日(日)13:00～15:30
会場uホテル大和２階(土崎)
問u秋田みなと振興会☎(845)2264

対象u来年３月に卒業予定の高校生
日時u11月15日(金)13:00～16:00
会場u秋田ビューホテル４階
申込u11月８日(金)まで、所定の申込書
を県雇用労働政策課へ。詳しくはお問
い合わせください。☎(860)2336

■あなたが唄う～東海林太郎 日時
u11月３日(日)13:00～15:30　会場u

国民文化祭サテライトセンター(フォ
ンテ６階) 問u歌声ボランティア〝だ
いこんの花〟の音羽さん☎(845)3747
■秋田大学総合技術部テクノフェス
タ 小･中学生向けの科学･技術体験。
ものづくりや天体観察など。
日時u11月９日(土)10:00～17:00
会場uアルヴェ１階きらめき広場　問
u秋田大学の毛利さん☎(889)2655
■ハーモニープラザまつり　県中央
男女共同参画センター(アトリオン内)
を会場に、ワークショップや寸劇な
ど。ぽぽろーどでは、ふれあいマー
ケットも。日時u11月９日(土)･10日
(日)、10:00～16:00(10日は12:00
まで)　問u同センター☎(836)7853
■秋田県特別支援学校文化祭　生徒
の美術作品を展示。日程u11月14日
(木)～18日(月)、10:00～17:00(14
日は12:00から、18日は12:00まで)
会場uにぎわい交流館　問u同事務局
(県立聾学校内)☎(889)8572
■佐竹城下を歩く会･保戸野社寺巡り
歴史作家の土居輝雄さんが案内しま

す。日時u11月16日(土)10:00～　
集合u通町橋　問u同会☎(832)8708
■第34回秋田県花の祭典　花きの展
示やフラワーショーなど。日時u11
月16日(土)9:00～18:00、17日(日)
9:00～15:30。17日16:00から展
示品の即売会。会場uアルヴェ１階き
らめき広場　問u花の祭典実行委員会
(県園芸振興課内)☎(860)1804
■死別の苦しみ･悲しみを語る集い
大切な人を失った苦しみ悲しみを分
かち合います。遺族の個別ケアも
(15:00～16:00。要予約)。
日時u11月16日(土)13:00～15:00
会場u秋田県社会福祉会館(旭北)　
お茶代u300円　申込u秋田グリーフ
ケア研究会☎080-5000-8706

(平日の10:00～16:00)
■フロアカーリング大会 小学生以
上３人で１チーム(登録は４人まで
可)。日時u11月17日(日)9:00～　
会場u西部市民サービスセンター　
参加費u１チーム500円 申込u11月
10日(日)まで新屋地区体育協会の
佐々木さん☎ ･FAX(828)1637
■講演会「我がふるさとへ捧げる想
い」講師は、本市出身で東京管弦楽
団音楽監督を務める佐藤菊夫さん。
日時u11月17日(日)13:30～15:00
会場u北部市民サービスセンター　問
u北部地域住民自治協議会(北部市民
サービスセンター内)☎(846)1133
■琵琶楽温習会＆琵琶体験会 日時
u11月23日(土)11:00～ 会場u民俗
芸能伝承館４階　問u錦心流琵琶全国
一水会の鷹觜

たかのはし

さん☎(823)4186
■講演会｢安藤･安東氏四居城秋田湊へ
集結｣　安藤･安東氏が築城した福島･
唐川城(青森県五所川原市)、檜山城(能
代市)、脇本城(男鹿市)、湊城(土崎)に
ついて、各自治体の職員が解説します。
日時u11月24日(日)9:30～12:30
会場u北部市民サービスセンター
問u土崎港歴史勉強會の泉谷さん

☎080-2034-4299
■生涯現役を実現する！職業生活設
計・就業支援セミナー 対象u55歳以
上で定年後も働きたい方、再就職をめ
ざすかた　日時u12月７日(土)13:00
～16:00　会場uルポールみずほ(山
王)　先着u40人　申込u㈱フィデア総
合研究所☎0120-834-833

大森山動物園
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＊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。



国指定重要文化財｢三浦家住宅｣(金足
黒川)の歴史を学びます。先着30人。
日時u11月14日(木)10:00～12:00
会場u三浦家住宅 参加費(文化財保
護協力費)u700円(お茶、お菓子付き)
申込u11月５日(火)9:00から生涯学
習室☎(866)2245

中学生以上が対象です。漆塗りの箸
に沈金刀で模様を彫ります。漆にか
ぶれるかたはご遠慮ください。
日時u11月23日(土)･24日(日)、13:00
～16:00　会場u秋田公立美術大学
材料費などu4,500円　定員u各４人
申込u11月５日(火)からアトリエもも
さだ(9:00～16:30。月曜休館)

☎(888)8137

会場はいずれも東部公民館です。
■女性セミナー「秋田の女性詩人･沢
木隆子｣…地元に根ざした詩を多く
詠んだ沢木隆子について学びます。
講師は秋田大学名誉教授の佐々木久
春さん。男性もどうぞ。直接会場へ。
日時u11月11日(月)10:00～12:00
■秋田の史跡を学ぶ会公開講座…秋
田藩町触

まちぶれ

集
しゅう

より、｢秋田の酒｣につい
て秋田大学教育文化学部の渡辺英夫
教授が講演します。直接会場へ。
日時u11月13日(水)10:00～12:00
■東部家庭教育セミナー･インフル
エンザやノロウイルスの予防…東部
地区の乳幼児･小学生の保護者が対
象です。講師は市保健所職員。
日時u11月19日(火)10:00～11:30
先着u30人 申込u11月６日(水)9:00
から東部公民館☎(834)2206

39歳以下のかたが対象。会場はサン
パル秋田(文化会館内)。申し込みは、
いずれも11月６日(水)9:00から勤労
青少年ホームへ。☎(824)5378
①作ってみよう！ 意外と簡単☆ピク

ルスの飾り切り…講師はジュニア野
菜ソムリエの松橋智佳さん。
日時u11月27日(水)18:30～20:30　
材料費u1,000円　先着u16人
②LOHAS(ロハス)にリフレッシュ！
ブレンドハーブティー講座…講師は
Harbal Cafe PRANAの神馬英介さん。
試飲あり。日時u11月28日(木)18:30
～20:30 参加費u500円 先着u30人
③知っておきたい！ 若者のための保
険の知識…講師は秋田県金融広報委
員会の田中良和さん。日時u11月30
日(土)13:30～15:30　先着u20人　

19歳以上のかたが対象です。会場は、
サンライフ秋田。申し込みは、①が
11月４日(月)10:00～、②が11月
10日(日)10:00～。☎(863)1391
①プリザーブドフラワー…クリスマ
ス用のフラワーアレンジ。
日時u11月28日(木)18:30～20:30
講料u3,800円　定員u14人
②心と身体を変えるピラティス…
日時u12月６日(金)･13日(金)･20日(金)、
13:00～14:15　
受講料u2,670円　定員u20人

世界の民族の踊りを楽しみます。
日時u11月７日(木)･21日(木)、13:00
～14:00　会場uサンパル秋田(文化
会館内) 先着u20人　
申込u女性学習センター☎(824)7764

食と健康づくりの講話。調理実習も。
対象u65歳以上の男性 日時u12月
３日(火)10:00～13:00　会場u市保
健センター(八橋) 定員u18人(今年
度初参加のかたを優先します)
申込u11月６日(水)8:30から保健予
防課☎(883)1178

時間は10:00～13:00(⑤のみ12:00
まで)。会場と申し込みは、秋田テル
サへ。☎(826)1800
＊開催日、材料費、定員の順で記載。
①ねこパンとねずみパンu11月11日
(月)、1,900円、12人　
②ケーキ屋さんのブッシュドノエル

u11月13日(水)、2,400円、12人　
③秋の漬け物教室u11月22日(金)、
1,900円、20人　④はちみつのマ
ロンケーキとみたらし豆乳プリン
u11月27日(水)、1,900円、16人　
⑤はたはた寿司を作ろうu11月29日
(金)･30日(土)、2,400円、各日24人

応急手当やAEDの使い方など。
日時u11月23日(土)9:00～12:00
会場u秋田南消防署　先着u10人
申込u11月２日(土)9:00から
秋田南消防署☎(839)9551

講習会を修了したかたは、屋外広告
業の登録の際、業務主任者になるこ
とができます。手数料4,000円。
日程u12月12日(木)･13日(金)　
会場u秋田地方総合庁舎６階　
申込u秋田地域振興局用地課(秋田地
方総合庁舎３階)などにある申込用紙
を、11月27日(水)までに同課へ。詳
しくは県都市計画課へお問い合わせ
ください。☎(860)2442

■スピードスケートスクール 対象u

小･中学生(技能により班分け)　日時
u11月10日(日)･17日(日)、12月１日
(日)･８日(日)、9:30～11:00　会場u県
立スケート場　参加費u3,000円(貸靴
代、保険料含む) 定員u20人　申込
u11月７日(木)まで秋田県スケート連
盟の鎌田さん☎090-7792-8067
■家事家計講習会 会場など、詳しく
はお問い合わせください。日時u11
月14日(木)･15日(金)･17日(日)･19日
(火)、10:00～12:00 資料代u400円
(託児料200円。要予約）
申込u秋田友の会☎(867)1494
■ビジネスが変わるネーミング！
売り上げアップにつながるネーミン
グや、商標登録を学びます。
日時u12月５日(木)13:30～16:30
会場u秋田県庁第二庁舎５階　
定員u10人　申込u秋田県発明協会事
務局☎(824)4282
■秋田経理情報専門学校生によるパ
ソコン講習会 ワードかエクセルの
講座を選択します。日時u12月15日

情報チャンネルa

・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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