
日時u12月21日(土)9:00～12:00
問u秋田市卸売市場協会☎(869)5255

児童コーナーの本の整理、絵本や紙
芝居の読み聞かせ体験を行います。
対象u小学４～６年生 日時u１月11
日(土)9:30～12:00　会場u中央図書
館明徳館２階研修ホール 先着u10人
申込u12月21日(土)9:00から中央図
書館明徳館☎(832)9220

伝統行事と郷土料理で家族の思い出
づくり。先着親子５組。
日時u１月15日(水)17:00～19:30
会場u農家民宿重松の家(上新城小又)　
参加費u１家族1,000円と大人500
円、小学生以下300円
申込u12月26日(木)10:00から農業
農村振興課☎(866)2116

白銀の太平山リゾート公園内をスノ
ーシュー(西洋かんじき)や和かんじ
きを履いて散策します。
対象u高校生以上 日時u１月26日
(日)9:00～15:00　会場u太平山自然
学習センター 定員u20人(抽選)
申込uはがきに、催し名、住所、氏名、
年齢、電話･FAX番号を書いて(グル
ープの場合は人数も)、１月８日
(水)(必着)まで、〒010-0824 仁別
字マンタラメ227-１ 太平山自然学
習センター☎(827)2171

■バウンドテニス 日時u２月２日(日)
9:30～ 会場u市立体育館　参加費
u500円　申込u１月19日(日)まで秋
田市バウンドテニス協会の湯澤さん

☎090-7062-4151
■市民スキー大会 参加申し込みは、
１月22日(水)まで太平山オーパスカウ
ンターへ。日時u２月２日(日)9:00～
会場uオーパス　参加費u1,500円(小･
中学生500円)　問u秋田市スキー連
合の佐々木さん☎090-1497-5397

②のみ申し込みが必要。１月７日(火)
9:00から自然科学学習館(アルヴェ

４階。月曜休館)へ。☎(887)5330
①新春☆おもしろ体験
皿回し体験やプラ板工作など。
日時u１月４日(土)･５日(日)、10:30
～12:00と13:00～15:00　
会場u自然科学学習館
②コズミックカレッジ･宇宙に向かう！
■キッズコース 熱気球飛ばしと宇
宙の話    。対象u小学１～３年生(保護
者同伴で)　日時u１月18日(土)
10:00～11:30　会場uアルヴェ１
階きらめき広場　先着u20人　
■ファンダメンタルコース 注射器
ロケットの発射体験とロケットの話。
対象u小学３～中学３年生(小３のみ
保護者同伴で) 日時u１月18日(土)
13:00～15:00　会場uアルヴェ２
階多目的ホール 先着u30人　

「郷土文化の由来と本質～”ももさだ”
の一説に対して｣と題し、秋田県立博
物館名誉館長の新野直吉さんが講演。
日時u１月18日(土)13:30～16:00
会場u西部市民サービスセンター３階
問u西部地域住民自治協議会(西部市民
サービスセンター内)☎(828)4217

最北の古代城柵である秋田城跡で発見
された、外郭施設の門を写真で紹介。
日時u１月15日(水)から２月16日(日)
まで、9:00～21:00 会場u北部市
民サービスセンター１階展示ホール
問u秋田城跡調査事務所☎(845)1837

■北部地域新春囲碁大会　北部地域に
お住まいのかたが対象。段･級ごとに
対戦します。日時u１月19日(日)9:00
～　会場u北部公民館　
参加費u1,500円(昼食代含む)　
先着u50人　申込u１月10日(金)まで
北部公民館☎(873)4839
■西部地域新春囲碁大会　西部地域
にお住まいのかたが対象。クラスは
名人戦、段位戦(四段以下)、級位戦。
日時u１月19日(日)9:30～　
会場u西部市民サービスセンター
参加費u1,000円　先着u48人
申込uはがきに住所、氏名、電話番号、
出場クラス、段･級位を書いて１月

10日(金)(必着)まで〒010-1604 新
屋松美町20-38 ウェスター囲碁同好
会の畠山さん☎(862)6695

県や秋田労働局などの担当者がＡタ
ーン就職の相談に応じます。
＊企業との面接会ではありません
対象u県外に在住し、県内就職を希望
する社会人･学生、そのご家族
日時u１月４日(土)10:00～17:00
会場uにぎわい交流館４階
問u(公財)秋田県ふるさと
定住機構☎(826)1731

■家族で楽しむ!クリスマスのプレゼ
ント探し クロスワードを解いてサ
ンタからプレゼントをもらおう！
対象u小学生以下の家族
日時u12月22日(日)11:30～14:00
会場･申込uヴィラフローラ(雄和妙
法)☎(881)3011
■プロバスケ･秋田ノーザンハピネッ
ツホーム戦！ 大分ヒートデビルズ
と対戦。日時u12月28日(土)14:00
～と29日(日)14:00～　会場u県立体
育館(山王)　問(チケット販売など)u
チケット事務局☎050-3536-0577
■元旦走り初めジョギング＆ウオー
ク　日時u１月１日(水)9:00、千秋公
園八幡神社前に集合    問u秋田県走友
会の進藤さん☎(823)3986
■新春太平山前岳登山 日時u１月
12日(日)7:30、仁別の木こりの宿駐
車場に集合 参加費u500円　
申込u秋田清掃登山連絡協議会の大山
さん☎080-1654-5240
■スノーシュー＆歩くスキー体験
バス送迎と昼食、入浴付き。対象u18
歳以上　日時u２月１日(土)8:20(秋
田駅東口に集合)～15:10　会場u太
平山リゾート公園　参加費u3,000円
定員u20人(定員超は抽選)
申込u１月24日(金)まで太平山観光開
発㈱☎(827)2001
■生涯現役を実現する！職業生活設
計セミナー 対象u55歳以上のかた
日時u２月１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

＊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。
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情報チャンネル a

会場と申し込みは北部市民サービス
センター。申込開始日が異なります。

☎(893)5969
■おやつづくり体験 ロールケーキ
など野菜で作るスイーツ。先着24人。
対象u小学生　日時u１月９日(木)
10:00～12:00　材料費u300円　
申込u12月24日(火)9:00から
■押し絵づくり体験 親子ふくろう
の小物作り。先着20人。対象u小学
４～６年生　日時u１月10日(金)
10:00～12:00　材料費u500円　
申込u12月25日(水)9:00から

先着各20人。申し込みはいずれも、
12月24日(火)9:00から環境都市推
進課へ。☎(866)2943
■英字新聞で作る小物入れ　ちぎっ
た新聞を重ねて作ります。対象u小学
３年生以上 日時u１月９日(木)10:30
～12:30　会場u中央図書館明徳館
■不用ネクタイで作るコースター
どなたでもどうぞ。
日時u１月16日(木)10:30～12:30
会場uにぎわい交流館４階研修室

基礎デッサンを学びます。先着15人。　
対象u高校生以上　日程u１月12日
(日)～26日(日) 会場u美大サテライ
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u１月12日(日)･
13日(月)･26日(日)、10:30～15:00
に講師の指導を受けます。指導日以
外は10:00～20:00に会場で自習が
できます(要予約…☎(893)6128)。　
スクールの申込uアトリエももさだ

☎(888)8137(月曜休館)

秋田公立美術大学教授の五十嵐潤さ
んが、スロープロダクト(職人が作っ
た工芸品や手工業的な製品)に囲まれ

た生活の楽しさを紹介。定員30人。
対象u高校生以上　日時u２月６日(木)
18:00～19:30　会場u美大サテラ
イトセンター(フォンテAKITA６階)　
申込uアトリエももさだ☎(888)8137

(9:00～16:30、月曜休館)

秋田の生活文化と農村歳時記を、民
話と民謡で紹介します。出演は二代
目浅野梅若社中ほか。先着60人。
日時u１月30日(木)13:30～15:00
会場u河辺市民サービスセンター　
申込u12月24日(火)9:00から河辺市
民サービスセンター☎(882)5171

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12月24日(火)9:00から勤
労青少年ホームへ。☎(824)5378
■オリジナルキャンドル作りであた
たかい冬の訪れ…講師は秋田公立美
術大学助教の菅原香織さん。
日時u１月30日(木)18:30～20:30　
材料費u800円　先着u10人
■バレトンでキレイにシェイプアップ
…バレエ･フィットネス･ヨガを組み
合わせたバレトンでエクササイズ。
日時u１月21日(火)･28日(火)、19:00
～20:00 先着u15人
■ライフスタイルを見直そう！～こ
れからの人生を豊かにするために…
金融広報アドバイザーのお話と、焼き
プリンと手作りドーナツの調理。
日時u２月１日(土)13:30～16:45
材料費u500円　先着u16人　

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１月)、材料費、定
員の順で記載。②④は持ち帰り用
の箱をご持参ください。

①親子で手作りメッセージクッキーu

８日(水)、1,500円、12組(小学２年生
以上)　②アップルパイu15日(水)、
2,000円、12人 ③煮込み料理(ビー
フシチュー、豚の角煮)u20日(月)、
1,900円、20人 ④ガトーショコラ
u22日(水)、2,400円、12人　⑤米粉
のシフォンケーキとパンケーキu24

日(金)、1,900円、16人　⑥甘食･生八
つ橋u29日(水)、1,900円、16人　⑦
恵方巻きu31日(金)、1,900円、24人

相続や社会保障制度、生活設計につ
いて、シニア･ファイナンシャルプ
ランナーの阿部利孝さんが話しま
す。全３回。定員20人。
日時u１月14日(火)･28日(火)、２月４
日(火)、10:00～11:30
会場uサンパル秋田(文化会館内)　
申込u12月24日(火)9:00から女性学
習センター☎(824)7764

若手従業員(入社３年以内)向けの「ビ
ジネス雑談力」養成講座と、管理職
向けのビジネスコーチング講座を開
催します。先着各45人。
日時u１月23日(木)13:00～16:30
会場u秋田テルサ(御所野)
申込uフレッシュワーク

AKITA☎(826)1735

応急手当やAEDの使い方など。
日時u１月18日(土)9:00～12:00
会場u土崎消防署　先着u10人
申込u12月24日(火)9:00から土崎消
防署☎(845)0285

■シニアスキースクール 対象u40歳
以上　実施日u１月19日(日)。8:00に
市役所集合　会場u協和スキー場　
参加費u3,000円(リフト代別)　申込u

１月12日(日)まで高清水スキークラブ
の藤嶋さん☎090-2797-9296
■男性料理教室(和食)　日時u１月26
日(日)14:00～17:00　会場u遊学舎
(上北手)　材料費u2,000円 先着
u10人　申込u１月11日(土)まであき
た男厨会の進藤さん☎(862)1338

外旭川の卸売市場を一般開放。水産
物や青果の特別販売を行います。
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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
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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
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