
①②とも小学生以下が対象です。
①スキー＆スノボワンポイントレッ
スン　日時u２月９日(日)･23日(日)、
9:00～9:30(受け付けはオーパスプ
ラザで8:30～8:50)　先着u各20人
②オーパスチビッコデー ２月16日
(日)11:30から無料イベントを実施し
ます！ 先着50人。さらに当日は、
小学生以下のリフト券が通常の半額
500円！ ぜひお越しください。
問u太平山スキー場オーパス

☎(827)2221

外旭川の卸売市場を一般開放。水産
物や青果、花きを特別販売します。
日時u２月15日(土)9:00～12:00
問u秋田市卸売市場協会

☎(869)5255

秋田県出身の作家･石川達三の作品の
朗読とギター演奏をお楽しみくださ
い。朗読ゲストは、元AKTの塩田耕
一さん、元NHKの増田晴久さんほか。
日時u２月14日(金)14:00～16:30
会場uにぎわい交流館３階多目的ホール
問u明徳館こんわ会☎(831)4072

■秋田弁護士会｢死刑を考える日｣
韓国映画｢私たちの幸せな時間｣の上映
や講演など。日時u２月８日(土)13:00
～16:15　会場u文化会館小ホール　
定員u400人　問u同会☎(862)3770
■楢山かまくら祭り 地域の伝統行
事。餅つき、そり遊びなど。
日時u２月11日(火)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
■雄和華の里冬まつり 雪の滑り台や
小学生以下のお宝探し(要申込)、雪中
みかん探し(11:00～)、餅つき(13:30
～)など。日時u２月11日(火)11:00～
15:00　会場u雄和のヴィラ・フローラ
申込u㈱雄和振興公社☎(881)3011

■ASGC(アキタ スクールガールズ
コレクション) 地元の学生がモデル
のファッションショー。
日時u２月11日(火)13:00～16:00
会場uにぎわい交流館３階多目的ホール
入場料u800円(学生500円)　
問uASGC実行委員会☎(853)1517
■冬の冒険遊び場frogプレーパーク
昔の遊びを再現して大人も子どもも自
由に遊ぼう。日時u２月16日(日)9:30
～15:30 会場u八橋陸上競技場前広
場 問uあきた冒険遊びfrog(フロッグ)
の桑原さん☎090-3363-6837
■秋大☆憩いのコンサート(ピアノ演
奏)　日時u２月23日(日)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

旧雄和ふるさとセンター収蔵の昔の
道具類や風景写真など、地域の歴史
を感じる資料を展示中です。
期間u２月28日(金)12:00まで
会場u雄和市民サービスセンター１階
問u文化振興室☎(866)2246

土崎図書館で、小学校低学年までの
子どもに手遊びや折り紙などを交え
て紙芝居や絵本の読み聞かせをして
くれるボランティアを募集します。
活動日(月１回の当番制)u第１･３･４
土曜日の14:30～15:10　
問u土崎図書館ボランティアおはなし
の会の堀江さん☎090-2982-0724

■秋田市観光案内人を募集　秋田市
の歴史や伝統行事、名所旧跡などを、
まごころとおもてなしの気持ちで案
内してくれるかたを20人募集しま
す。４・５月に養成講座を開催。
申込uはがきに住所、氏名、電話番号
を書いて２月20日(木)まで〒010-
0921大町二丁目2-12秋田観光コン
ベンション協会内秋田市観光案内人
の会☎070-6955-2726

■障がい者支援ボランティアを募集
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、見守りや施
設環境づくり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ユックリン☎(867)1670
■遺族の集いコスモスの会 大切な
かたを自死や災害死などで突然失っ
たかたが対象です。遺族の個人ケア
も(要予約)。日時u２月15日(土)13:00
～15:00(個人ケア15:00～16:00)
会場u県社会福祉会館(旭北)　お茶代
u300円　申込u２月14日(金)まで秋田
グリーフケア研究会☎080-5000-
8706(平日10:00～16:00)
■防衛省採用試験 受験資格などは
自衛隊秋田募集案内所へお問い合わ
せください。☎(864)4929
予備自衛官補…試験日u４月13日(日)
申込u４月２日(水)まで　幹部候補生
(一般)…１次試験日u５月10日(土)･
11日(日) 申込u４月25日(金)まで　
歯科･薬剤…１次試験日u５月10日
(土)･11日(日) 申込u４月25日(金)まで
■家庭裁判所調査官ガイダンス 調査
官の仕事紹介や座談会など。年齢制限
があります。詳しくはお問い合わせ
ください。日時u２月21日(金)13:30
～16:00　会場u秋田地方･家庭裁判
所４階　定員u12人　申込u事務局総
務課☎(824)3121(内線205)
■自動車の登録手続きは年度末を待
たずにお早めに！ 年度末は、運輸
局の自動車検査･登録窓口は大変混み
合います。自動車の諸手続は、３月
上旬までにどうぞ。問u東北運輸局秋
田運輸支局☎050-5540-2012

＊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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刃物、木工、金属工芸などの作品

展示･販売や、工芸品の製作体験

コーナー(有料)、抽選会など。

日時

２月７日(金)u11日(火)

会場 にぎわい交流館２階(中通)

10:00～17:00
＊７日は11:00から
11日は16:00まで。

観光物産課☎(866)2112問
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資料のまとめや修復に
役立つハードカバーの
洋式本(丸背)作りです。
日時u２月13日(木)
13:00～16:30　会場u赤れんが郷
土館　定員u20人　材料費u300円　
申込u赤れんが郷土館☎(864)6851
＊赤れんが郷土館は展示替えのため
２月21日(金)は休館します。

透かし折り紙で窓辺に
飾るウインドウディス
プレイを作ります。定
員10組。

対象u小学校低学年とその親か祖父母
日時u２月22日(土)10:30～12:00
会場u中央図書館明徳館研修ホール
申込u２月８日(土)9:00から中央図書
館明徳館☎(832)9220

会場u東部公民館
問u東部公民館☎(834)2206
■東部女性セミナー公開講座 男女
とも参加可。｢台湾の日本語教育事情｣
と題し、日本近代文学研究者の北条常
久さんが講演します。直接会場へ。
日時u２月17日(月)10:00～12:00
■東部家庭教育セミナー
｢コツン！と響くコミュニケーショ
ンのコツ｣と題し、陽だまりサロン
代表の若松亜紀さんが講演します。
対象u東部地区に住む小学生以下の
お子さんがいる保護者　
日時u２月21日(金)10:00～11:30　
先着u20人(託児有り、要申込)　
申込u２月10日(月)9:00から東部公
民館☎(834)2206(平日のみ)

会場uサンパル秋田(文化会館内)
申込uいずれも２月10日(月)9:00か
ら女性学習センター☎(824)7764
■伝統文化講座｢琴の音色とともに」

講師は生田流箏曲清絃会の足達清賀
さん。日時u２月18日(火)10:00～
11:30　先着u20人
■サンパルカレッジ｢今年の日本の
政治･経済を学ぶ｣ 時間は13:30～
15:00。講師は２月20日(木)が秋田
魁新報社論説委員の齊藤敦さん、２
月27日(木)が日本銀行秋田支店長の
小田信之さん。先着u20人
■女性の健康教室(３日間) 女性が
対象。材料費700円。先着20人。
①麹(こうじ)を利用した発酵食品を
学ぶ…２月24日(月)13:30～15:00
②①の学習をもとにした調理実習…
３月10日(月)13:00～15:00

③意識改善！姿勢美人…身近な健康
法。３月17日(月)13:30～15:00

「山は学校～自然が教えてくれたこ
と～｣をテーマに、河辺で｢あきた山
の學校｣を運営するフリーライター
の藤原優太郎さんが講演します。先
着40人。
日時u２月22日(土)13:30～15:00
会場u土崎図書館２階研修室
申込u２月11日(火)10:00から土崎図
書館☎(845)0572

家族･仲間･地域での〝ちょうどいい〟
関係づくりをテーマに、寸劇などを
通して支え合いの形や自分らしい生
き方を考えます。コーディネーター
は秋田大学特別教授の望月一枝さ
ん。先着30人。

日時u２月22日(土)13:30～15:30
会場u北部市民サービスセンター
申込u秋田県中央男女共同参画センタ
ー(ハーモニープラザ)☎(836)7853

■秋田南消防署…応急手当、AEDの
使い方。日時u２月23日(日)9:00～
12:00　会場u秋田南消防署　先着
u10人　申込u２月８日(土)から秋田
南消防署救急担当☎(839)9551
■土崎消防署…上級救命講習会。心
肺蘇生法、圧迫止血など。
日時u３月８日(土)9:00～18:00
会場u土崎消防署　先着u20人　
申込u２月８日(土)から土崎消防署救
急担当☎(845)0285

■料理教室ファストクッキング
生春巻、飛鳥鍋、アンチョビのポテ
トサラダを作ります。対象u20歳以
上のかた 日時u２月13日(木)18:00
～20:00　会場u秋田県社会福祉会
館(旭北)　参加費u1,000円(食材は
実費)　定員u15人 申込u秋田県社
会福祉協議会☎(864)2700
■あきたバラ愛好会10周年記念バラ
教室　栽培のコツを10か月にわたり
本格指導します。開催日u男性主体
が第３木曜日で初回は２月20日(木)、
女性主体が第４月曜日で初回は２月
24日(月) 時間u10:00～12:00　
会場u遊学舎　受講料u月1,200円　
申込uあきたバラ愛好会事務局の鈴
木さん☎090-5839-9959
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みるかネット講座 会場 秋田県立美術館１階

秋田を訪れた先人たち
～秋田への旅～

講師は、県立博物館や市内美

術館の学芸員など。秋田を訪れ、

その足跡を残した先人たちをテ

ーマに話します。いずれか選択

して受講もできます。受講無料。

時間 14:00～15:30
定員 先着各30人

申し
込み

２月10日(月)から文化振
興室☎(866)2246
＊平日の9:00～17:00。

１
菅江真澄～県北の旅のころ
u２月22日(土)

２
渤海(ぼっかい)からの使者
u３月１日(土)

３
木村伊兵衛が切り取った秋
田の人びとu３月８日(土)

４
パリを経て秋田へ～藤田嗣
治と岡本太郎u３月15日(土)
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