
18

日が異なります。☎(887)5330
①科学つめあわせ便～燃える科学
燃焼に関するサイエンスショー(30
分)。ショーの後、小学生以上(小３
以下は保護者同伴)を対象とした実験
(要申込。先着20人)も行います。
日時u12月８日(日)13:00～14:30　
申込u11月26日(火)9:00から
②電子工作教室Ⅳ 小学４年生以上
が対象です。はんだ付けでボイスチ
ェンジャーを作ろう。日時u12月14
日(土)13:00～15:00　先着u20人　
申込u12月３日(火)9:00から

■ブラウブリッツ秋田ホーム最終戦
〝MIOびわこ滋賀〟と対戦します。日
時u11月17日(日)13:00～　会場u八橋
球技場　問(チケット販売など)u秋田
フットボールクラブ㈱☎(874)9777
■講演会｢〝足ることを知る〟が未来の環
境都市を創る～持続可能なエコ生活術
を江戸に学ぼう｣　講師は、金沢工業大
学のアズビー･ブラウンさん。日時u11
月18日(月)19:00～20:45　会場uにぎ
わい交流館３階多目的ホール　問u(公
社)秋田青年会議所☎(824)7070
■〝金農マルシェ〟 金足農業高校の
生徒による花きや農産品の販売。吹
奏楽部の演奏も。日時u11月23日
(土)10:00～15:00　会場uセリオン
リスタ　問u同高校☎(873)3311
■木の棒で橋をつくろう ｢くらしと
土木の週間(11月18日～24日)｣に合
わせた催し。木の棒でアーチ橋など
の模型作り。日時u11月23日(土)

9:30～12:30、14:30～16:30　
会場uにぎわい交流館１階(中通)　
問u土木学会東北支部秋田ブランチの
後藤さん☎(889)2369
■人権が尊重された社会を考えるシ
ンポジウム 県の地域自殺対策緊急
強化事業。テーマは｢子どもたちに残
したい未来を想う～セクシュアリテ
ィとジェンダー、大切なわたしとあ
なた、みんなと共に生きる｣。日時
u11月23日(土)13:30～17:00　会場
u遊学舎(上北手)　申込u性と人権ネッ
トワークESTO☎080-6049-8843
■管理組合の会計処理＆成年後見制
度セミナー マンション居住者など
が対象。日時u11月23日(土)14:00～
16:00　会場uにぎわい交流館４階研
修室　参加費u800円(会員は500円)
申込u11月20日(水)まで、(一社)秋田
県マンション管理士会☎(868)1383
■外国人による日本語スピーチ･コン
テスト＆写真から学ぶ世界の食卓
日時u11月24日(日)13:30～16:30　
会場uジョイナス３階大会議室(千秋)　
問u秋田ユネスコ協会の柳生さん

☎(834)5729
■県立大学木材高度加工研究所の公
開シンポジウム 福島県の事例から、
地域産業を生かした応急仮設住宅に
ついて学びます。日時u11月30日
(土)13:00～17:00　会場u県立大学
(下新城)　先着u150人　申込u締め切
りは11月25日(月)9:00まで。詳しく
は、同研究所へ☎0185(52)6900
■秋大☆憩いのコンサート 日時u11
月30日(土)14:00～　会場u秋田大学

インフォメーションセンター(手形)
先着u30人 問u秋田大学の斎藤さん

☎(889)2647
■日本民謡梅若流梅若会青年部の発
表会　民話や民謡をお楽しみくださ
い。日時u12月１日(日)13:00～
会場u仙人蔵(川元むつみ町の秋田酒
類製造内)　定員u120人
問u梅若会の長山さん☎(829)1182
■創立45周年秋田市管弦楽団定期演
奏会 日時u12月１日(日)14:00～　
会場u文化会館　入場料(カッコ内は当
日券)u一般･大学生1,000円(1,200
円)、小･中･高校生500円(600円)　
問u同楽団の京野さん☎(846)8522
■第48回秋田市レディース卓球交流会
日時u12月３日(火)9:00～　会場u市
立体育館　参加費u１人600円　種目
uダブルスA･B･C各１組の団体でリー
グ戦　申込u11月21日(木)まで、秋田
市卓球連盟の佐藤さん☎(847)1920
■女性のための創業セミナー 講話、
制度の紹介、個別相談など。定員20人。
日時u12月５日(木)14:00～16:00
会場u秋田商工会議所ホール80 申
込u日本政策金融公庫仙台支店東北創
業支援センター☎022-222-7004
■聖霊女子短大クリスマスパーティ
学生の手料理を堪能。参加費1,500円。
先着70人。日時u12月７日(土)11:30
～13:30　会場u聖霊女子短大
申込u12月２日(月)まで☎(845)4111
■秋田大学鍵盤の会 p.f.(ピアノ演奏)
日時u12月14日(土)14:00～
会場uアトリオン音楽ホール　問u同
会の中村さん☎090-2839-3826
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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。

●市民リポーターが紹介
～アルヴェの市民交流サロン

●開館30周年　中央図書館明徳館

●がん検診を受けましょう
●エイジフレンドリーシティの実現を

月・水曜日　13:55～

水曜日　22:54～

11/30(土)11:00～11:15 ●エイジフレンドリーシティの取り組み

AAB いきいき秋田市から

ABS こんにちは秋田市から５
分
間
テ
レ
ビ
番
組
　
　
　

AKT こんばんは秋田市から
放送日程は
広報広聴課へ！
☎(866)2034

エフエム秋田  秋田市マンデー555
ABSラジオ  秋田市今週のいちネタ

毎週月曜日　17:55～

毎週火曜日　10:30～ ］
エフエム椿台  午後スタ 毎週水曜日　14:00～

金曜日　11:25～
土曜日　11:40～
日曜日　11:55～

＊番組内容は、変更になる場合があります。
＊５分間テレビ番組は秋田ケーブルテレビでも放送しています。

11/15(金)

わがまち大好き秋田市長です(月１回)

●〝金農マルシェ〟を開催
●大森山動物園｢さよなら感謝祭｣

11/20(水)

11/22(金)

11/27(水)
▼

ABS

▼

臨時休館 森林学習館木こりの宿(仁別)u11月25日(月)･26日(火)。施設の定期点検、メンテナンスのため。

ラジオ
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日時u11月21日(木)･22日(金)、10:30
～12:00 会場u21日は河辺市民サ
ービスセンター、22日は西部市民サ
ービスセンター　先着u各15人
申込u11月18日(月)から環境都市推
進課☎(866)2943

空きびんを熱で変形させて、花びん
や小物入れ作り。先着10組。
対象u小学３～６年生の親子　
日時u12月８日(日)9:30～11:30
会場u雄和市民サービスセンター　
申込u11月18日(月)9:00から雄和市
民サービスセンター☎(886)5540

世界遺産候補の縄文遺跡群(大湯環状
列石、伊勢堂岱遺跡)からみた地蔵田
遺跡について学びます。先着20人。　
日時u11月27日(水)13:30～15:00
会場uサンパル秋田(文化会館内)
申込u11月18日(月)8:30から文化振
興室☎(866)2246

時間は10:00～13:00。会場と申し

込みは秋田テルサへ。☎(826)1800
＊開催日(いずれも12月)、材料費、
定員の順で記載しています。
①パン～ロリポップとコロネツリーu

２日(月)、2,200円、12人　②和食シ
ェフの本格おせちu４日(水)、3,150
円、12人　③和菓子(雲平巻き、年
輪)u13日(金)、2,200円、20人　
④お正月料理u16日(月)、2,000円、
20人　⑤りんごのアップダウンケー
キとスノーボールu18日(水)、2,200
円、16人　⑥手軽なおもてなし料理
u20日(金)、2,200円、20人
⑦新春巻き寿司(四海巻き、梅巻
き)u27日(金)、2,200円、24人
⑧そば作りu30日(月)、2,200円、16人

コロンビア料理のバタコン、アレパ、
カボチャのデザートを調理。
対象u39歳以下のかた
日時u12月５日(木)18:30～20:30
会場uサンパル秋田(文化会館内)
材料費u1,000円　先着u16人
申込u11月19日(火)9:00から勤労青
少年ホーム☎(824)5378

クリスマスはお父さんの手料理で！
鶏肉がメインの料理。調理後、反省
を踏まえた懇親会もあります。
日時u12月７日(土)16:00～20:00　
会場u大住地区コミュニティセンタ
ー　参加費u2,000円　先着u15人　
申込u11月18日(月)～29日(金)に大
住地区コミセン☎(839)6900

初心者でも簡単にできる二八そば。
日時u12月14日(土)･21日(土)、
10:00～13:00　
会場u河辺総合福祉交流センター
材料費u800円　先着u各10人　
申込u11月18日(月)9:00から河辺市
民サービスセンター☎(882)5171

基礎デッサンを学びます。先着15人。　
対象u高校生以上　日時u11月24日
(日)から12月８日(日)まで、10:30
～15:00　会場u美術大学サテライ
トセンター(フォンテAKITA６階)　

受講料u5,000円(銀行振込で。手数
料は自己負担)　内容u期間中、講師
の指導は日曜日に３回。指導日以外
は、会場で自習できますので、美大
サテライトセンターへご予約くださ
い。☎(893)6128
スクールの申込uアトリエももさだ

☎(888)8137(月曜休館)

会場uサンパル秋田(文化会館内)　
定員u①②とも20人　
申込uいずれも11月18日(月)から女
性学習センター☎(824)7764
①誰もが暮らしやすい社会のために
～男女共同参画の推進 講師は県職
員。日時u11月21日(木)13:30～
15:30　②サンパルカレッジ｢計画
づくりから考える秋田市の男女共同
参画｣ 市の計画をもとに、自分なり
の計画作りを行います。講師は秋田
大学准教授の和泉浩さん。日時u12
月２日(月)･９日(月)、10:00～12:00

支援を集めるための演出、共感させる
ためのシナリオ、説得力のある演技に
ついて、日本唯一のパブリックスピ
ーキング･コーチの蔭山洋介さん(㈱コ
ムニス代表取締役)による講義と演習。
対象uボランティア･NPOの活動をし
ているかたなど 日時u12月７日(土)
10:00～17:00　会場uアルヴェ１
階音楽交流室D 定員u30人
申込u12月６日(金)までアルヴェ３階
の市民交流サロン☎(887)5312

対象u高齢者、軽度の障がいがあるかた
日時u12月２日(月)から18日(水)までに
８回、10:00～12:00　会場u遊学舎
(上北手) 受講料ほかu8,260円
申込uNPO法人あいの坪井さん
☎(829)1113、FAX(826)1885

会場と申し込みは自然科学学習館(ア
ルヴェ４階。月曜休館)へ。申込開始

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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講　座

起業を考えているかたが

対象です。講師は、銀座

セカンドライフ㈱代表取締役の片

桐実央さん(写真)。演題は｢経験を

活かして、スムーズな起業を実現

しよう！｣。参加無料。先着50人。

11月18日(月)～12月20日(金)に
商工労働課☎(866)2429

日時 １月18日(土)10:00～12:00
会場 にぎわい交流館４階研修室１

申込

＊申込書は市ホームページからも入手可。
http://www.city.akita.akita.jp

起業家向け
ビジネスセミナー
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