
糖尿病などのかたの食事相談に、栄
養士が応じます。日時u１月21日(火)
9:30～16:30　先着u5人　
■歯科健康相談 歯周病やむし歯な
ど、歯の相談に歯科衛生士が応じます。
日時u１月27日(月)9:30～12:00

日時u２月27日(木)9:30～11:30
会場u雄和体育館 先着u20人
申込u１月20日(月)9:00から雄和市民
サービスセンター☎(886)5540

会場はクアドーム ザ･ブーン(仁別)。
②のみ申し込みが必要です。受付開
始は１月24日(金)9:00からザ･ブーン
へ。☎(827)2301
①アクアビクス･水泳･水中歩行(曜
日･時間帯別)…２月の実施日u４日(火)
から28日(金)までの火･水･金曜日(11
日(火)は除く) 受講料(入館料別)u１
日コース550円、フリーコース(全日
程受講できます)4,000円
②水泳･水中歩行(秋田駅東口からバ
スでの送迎があります)…日時u２月
７日(金)･14日(金)･21日(金)･28日

(金)、9:45～15:00　
受講料(入館料込)u1,050円

■みんなで語ろう会 精神障がい者の
家族のかたが日頃の悩みを語る場で
す。日時 u１月23日 (木 )13:30～
16:00　会場u県社会福祉会館C棟３階
ボランティアルーム(旭北) 問uNPO
法人秋田けやき会☎(845)1677
■自殺予防公開講座 テーマは｢自殺
未遂をめぐって」。日時u１月25日
(土)14:00～15:30　会場u秋田県総
合保健センター２階大会議室(千秋久
保田町) 問uNPO法人秋田いのちの
電話☎(823)0021
■認知症の人と家族の会 日頃の悩
みや苦労を分かち合います。入退室
は自由です。日時u１月26日(日)
13:30～15:30　会場uジョイナス
問u認知症の人と家族の会秋田県支部
☎･FAX(866)0391(電話は月曜日
10:00～14:00のみ)
■在宅介護者のつどい 寝たきりや
認知症のかたを介護する悩みや日頃
の思いを語り合う場です。日時u１月
30日(木)13:30～15:00　会場u市保

健センター(八橋) 問uつどい代表の
小野さん☎090-9037-4482
■うつ会秋田の集い うつ病のかた
やご家族が悩みなどを語り合う場で
す。定員20人。日時u２月２日(日)、
３月２日(日)、14:00～16:00　
会場u遊学舎(上北手)　参加費u500円　
申込uうつコミュニティ･うつ会秋田
の堀さん☎(862)8491
■スピードスケートスクール 対象u

小･中学生　日時u２月９日(日)･16日
(日)･23日(日)、３月２日(日)、9:30～
11:00(３月２日のみ13:30～15:00)
会場u県立スケート場　参加費(貸靴料
など含む)u3,000円　定員u20人　申
込u２月５日(水)まで秋田県スケート連
盟の鎌田さん☎090-7792-8067
■スキー･スノーボードスクール(1泊
2日) 対象u小学生以上(小･中学生は
保護者同伴)。40歳以上のシニアコー
スもあり 日程u２月15日(土)･16日
(日) 会場u田沢湖スキー場(往復送迎
可。宿泊はハイランドホテル山荘)　
参加費u13,000円(宿泊費込み。リフ
ト代別。小学生は11,000円)　申込u

２月９日(日)まで高清水スキークラブ
の藤嶋さん☎090-2797-9296

申込uはがきに住所、氏名(ふりがな)、性別、生年月
日、電話番号を書いて２月12日(水)(必着)まで、
〒010-0951 山王二丁目1-53 山王21ビル内
生涯学習室･寿大学係

日時u毎月10日頃、13:00～15:00

会場u八橋老人いこいの家

演
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大森山老人と子どもの家☎(828)1651
１月21日(火)10:15～12:00
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60歳以上のかたが対象です。社会、文化、健康に
ついて学びます。会費(入学金と年会費)3,500円。
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会場u八橋老人いこい家☎(862)6025
日時u２月５日(水)10:15～12:00　

動きやすい服装でお越しください。

飯島老人いこいの家☎(845)3692
２月６日(木)10:15～12:00　

い
き
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65歳以上のかたが対象です。参加無料。直接会場へ。
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会場
①

会場
②

定員u10人(抽選)

問い合わせ 秋田寿大学の加賀谷さん☎(845)5716

秋田市農業大賞表彰

昨年度まで実施していた｢あきたフ
ァーマーズアワード｣と｢秋田市園芸
生産振興大会｣を一本化し、今年度か
ら秋田市農業大賞表彰式を開催しま
す。優秀な業績をあげた農業者･団体
や、こども絵画の入賞者の表彰(受賞
者は１月中旬に決定)など。

日時u２月６日(木)16:00～
会場u秋田ビューホテル

秋田市農業委員会事務局☎(866)2270

問い合わせ

こどもが描いた農業の絵を展示
１月24日(金)～28日(火)、10:00～20:00
＊24日は13:00から、28日は13:00まで。

フォンテAKITA６階情報発信コーナー

農業の夢と希望を描いた子どもたち
の力強い作品を、ぜひご覧ください。
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保存期限が過ぎた雑誌や寄贈された本
を無料でさしあげます。２月16日
(日)10:00から新屋図書館で。１人10
冊まで(13:00からは冊数制限なし）。
問u新屋図書館☎(828)4215
＊読み終わった小説など、自宅にある
本をご寄贈ください。２月15日(土)
まで新屋図書館へ連絡の上、お持ち
ください。

■福祉の就職フェア 福祉施設担当
者との個別面談など。対象u福祉分野
への就職希望者(大学、短大、専門学
校の学生は今年度卒業予定のかた)
日時u２月１日(土)13:30～16:00(受
け付けは15:00まで)　
会場uアルヴェ２階多目的ホール
問u県社会福祉協議会☎(864)2880
■秋田県合同就職説明会 県内企業に
よる会社説明やハローワーク職員によ
る就職相談。対象u来年３月に大学、
短大、専修学校などを卒業予定のかた
(一部、今年３月の卒業予定者、既卒
者も可)　日時u２月13日(木)13:00～
17:00　会場u秋田ビューホテル
問u県雇用労働政策課☎(860)2335
■障害者就職面接会(きらめき就職面
接会) 企業担当者との合同面接会。
写真付き履歴書を持参。対象u就職を
希望する障がいがあるかた　
日時u２月14日(金)14:00～16:00　
会場uホテルメトロポリタン秋田３階　
申込uハローワーク秋田専門援助第一
部門☎(864)4111(案内番号は43＃)

日時u１月28日(火)18:00～20:00
会場u旭南地区コミセン１階和室
計画の変更内容u都市計画道路新屋土
崎線(通称:新国道)の川元小川町交差
点～山王五丁目交差点の区間の見直し
問u秋田地域振興局建設部企画調査課

☎(860)3441

公益的な活動を行う団体が対象です。
PRブースで活動をPRしませんか。
日時 u３月２日(日)11:00(予定)～
15:30　会場uアルヴェ１階きらめき広
場　定員u20団体(定員超は書類選考)
申込u郵送かFAX、または持参で代表
者の住所、氏名、電話･FAX番号、E
メール、団体名、詳しい活動内容、
PR方法･内容を２月７日(金)19:00ま
で、〒010-8506東通仲町4-1市民
交流サロン(アルヴェ３階)
☎(887)5312･FAX(887)5659

■秋田県育英会の学生寮入寮生募集
所在地は東京都世田谷区(男子寮)と神
奈川県川崎市(女子寮)。入寮費、申込
方法など、詳しくは県育英会へお問
い合わせください。☎(860)3552
対象u４月から大学などに入学するか
た　定員u各寮40人程度　申込期間u

前期は１月31日(金)(必着)まで、後期
は２月14日(金)～28日(金)(必着)
■国有林モニター募集 モニター内容
は、アンケートへの回答や会議への出
席など。任期は４月から２年間。応募
方法など、詳しくはお問い合せくださ
い。定員u48人　申込･問u１月31日
(金)まで東北森林管理局企画調整課林
政推進係☎(836)2228

■秋田県立大学の履修生･聴講生を募
集 同大学の来年度前期の科目等履
修生(単位取得が可能)と聴講生(単位
取得はなし)を募集します。入学検定
料、入学料などがかかります。詳し
くはお問い合せください。募集期間u

１月27日(月)～２月14日(金)　問u県
立大学秋田キャンパス☎(872)1500 
■マンション大規模修繕の進め方･セ
ミナー＆相談会 日時u１月25日(土)
14:00～16:00　会場uにぎわい交流
館４階 参加費u800円 申込u１月
22日(水)17:00まで(一社)秋田県マン
ション管理士会☎(868)1383
■軽油引取税免税証の申請を受け付
けます 農業のため農耕用機械で使
う軽油を買うとき、県から交付された
免税証を販売店に提出すると軽油引
取税が免除されます。すでに購入した
軽油や作業を終えた分の免税証は交
付できません。免税証の申請u２月３
日(月)から、総合県税事務所課税部課
税第二課(県庁後ろの秋田地方総合庁
舎１階)で。問u同課☎(860)3341

「まなぐの具合はなんとだすか？」と
題して、なべしま眼科クリニックの
鍋島隆司院長が講演します。
日時u１月25日(土)13:30～15:30
会場･問u北部市民サービスセンター

☎(893)5969

会場は市保健センター(八橋)です。申
し込みは保健予防課へ。☎(883)1178
■食生活健康相談 肥満、高血圧、

・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

案　内

＊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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２月６日(木)・20日(木)９:00～11:40
２月 ６日(木)13:30～16:10
２月13日(木) ９:00～11:40
２月14日(金) 13:00～16:00
２月18日(火) ９:00～12:00
２月18日(火)13:00～16:00
２月25日(火)13:00～16:00
２月 ７日(金)13:00～16:00
２月12日(水)13:00～16:00
２月13日(木)13:00～16:00

相談の順番は当日の先着順で
す。直接、市役所１階の市民相
談センターへお越しください。

市民相談センター
秋田テルサ
北部市民サービスセンター

市民相談センター

法　律

司法書士

年金・社会保険
公証人・遺言

人権・困りごと

行政書士

要
予
約

予
約
不
要

相談の種類 相談日時 定員 申し込み相談場所

各８人

各６人

各６人

市民相談センター

税　務

行　政

予約は１月21日(火)8:30から、
市役所１階の市民相談センター
の窓口か電話で。☎(866)2039

＊「要予約」の相談の利用は、同一
年度内に１人各１回までです。
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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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