
種目u８月30日(土)…水泳、アーチェ
リー、一般卓球、サウンドテーブルテ
ニス、ボウリング、バレーボール
９月13日(土)…陸上競技とフライング
ディスク ＊会場は秋田市内です。
詳しくはお問い合わせください。
申込u４月28日(月)から市障がい福祉
課で配布する申込用紙で、５月30日
(金)まで秋田県障害者スポーツ協会へ。
詳しくは同協会へお問い合わせを。
☎(864)2750・FAX(874)9467

■なかいち産直トラック市　市内の
若手農家が育てた野菜を販売します。
日時u４月５日(土)から11月29日(土)
までの毎週土曜日、8:30～11:00　
会場uエリアなかいち 問u㈱バウハ
ウスの瀧田さん☎(836)3900
■佐竹城下を歩く会｢南通りの今昔」
歴史作家の土居輝雄さんが案内。
日時u４月19日(土)10:00～　
集合場所u大町五丁目橋　
問u佐竹城下を歩く会☎(832)8708
■秋田のモノづくり人:体験＆原画展
版から作るステンシル。講師は画家
の安藤ひろしさん。材料費2,000円。
日時u４月19日(土)13:30～
定員u6人　会場･申込u秋田贔屓

び い き

(大
町)☎(853)7470
■秋大☆憩いのコンサート｢宮城道雄の
世界｣ 日時u４月19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
大学の爲

ため

我井
が い

さん☎(889)2561
■秋田青少年オーケストラ演奏会
曲はヘンデル、モーツアルトなど。
日時u４月20日(日)14:30～　会場u

アトリオン 入場料u1,000円(小・
中・高生800円)　問u秋田青少年オ
ーケストラの羽川さん☎(835)6355
■商店街スゴロク 大町や通町のお
店巡り。日時u４月26日(土)11:00～
15:00　受付u民俗芸能伝承館(大町)

参加費(買い物券)u500円　問uSiNG
の武内さん☎090-2363-0398
■秋田市管弦楽団ファミリーコンサ
ート 小さなお子さんも入場できま
す。楽器･指揮者の体験も。日時u４
月27日(日)14:00～　会場u河辺総合
福祉交流センター 問u秋田市管弦楽
団の京野さん☎090-2272-3552
■グラウンドゴルフ交流大会　日時u

４月29日(火)8:50～14:00　会場u太
平山リゾート公園グラウンド･ゴルフ
場　参加費u1,000円　先着u320人
申込・問u４月６日(日)から20日(日)ま
で、秋田市グラウンド･ゴルフ協会の
高橋さんへ。☎(845)7338
＊4月15日(火)から同ゴルフ場でも
申し込みを受け付けます。

８月８日(金)～11日(月)に長崎県に滞
在し、平和祈念式典や被爆者を取材
する親子記者を募集します。旅費、
宿泊代などは主催者側で負担します。
日時u小学４年～６年生と保護者
定員u全国で９組(抽選)
申込uはがきかEメールに、住所、親
子の氏名(ふりがな)･性別、学校名と
学年、電話番号、平和を願う一言メ
ッセージ(子ども)を書いて、５月９
日(金)まで、〒852-8117 長崎市役
所平和推進課内日本非核宣言自治体
協議会事務局☎095-844-9923
Eメール info@nucfreejapan.com

厚生労働省では、ご遺族を対象に旧
ソ連や中国、硫黄島、インド、フィ
リピンなど、旧主要戦域などでの慰
霊巡拝を実施しています。詳しくは
お問い合わせください。
問u秋田県福祉政策課☎(860)1319

■精神障がい者家族相談 日時u４月
18日(金)10:00～15:00　会場u市老
人福祉センター２階和室(八橋)　問
uNPO法人秋田けやき会☎(833)1580
■障がい児者総合相談 就労や生活
相談など。日時u４月20日(日)13:30
～16:00　会場u遊学舎(上北手)　
問u障害者生活支援センターほくと

☎・FAX(873)7804
■ふれあい法律相談 法律、相続など
の相談に高橋佑輔弁護士が応じます。
日時u４月21日(月)10:00～12:00　
会場u市老人福祉センター(八橋)　
先着u６人　申込u４月７日(月)10:00
から市社協ふれあい福祉相談センタ
ー☎(863)6006(電話のみ)

■清掃登山 ①岩谷山･筑紫森(河
辺)u４月20日(日)　②八塩山(由利本
荘市)u５月４日(日)　集合uいずれも朝
6:00に秋田市役所駐車場　参加費u

各500円　申込u秋田清掃登山連絡協
議会の大山さん☎080-1654-5240
■土崎｢恋人の聖地｣で結婚式を　
「恋人の聖地」に認定された土崎地区。
４月29日(火)にセリオン前の結び石
で行う婚約式、10月に土崎で行う結
婚式(挙式･衣装費用を協議会が負
担)、縁結び祭りに参加するカップル
３組を募集します。申込uFAXかEメ
ールに氏名、性別、年齢、電話番号
を書いて、４月14日(月)まで、土崎
湊町恋のまち推進協議会の林さんへ。
☎(845)8832･FAX(845)8826
Eメール hayashi@akitaken-trading.com
■秋田大学医学部附属病院のボラン
ティア募集 18歳以上(高校生を除
く)が対象。患者さんの案内や手助け
など。活動は６月から平日の８:30
～13:00の間に１～３時間程度で。
申込u４月30日(水)まで秋大医学系研
究科・医学部総務課へ。詳しくは同
課へ。☎(884)6009

＊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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桜まつり

●千秋公園 　●高清水公園(寺内)
●太平川沿い(楢山･牛島)　
●大川端帯状近隣公園(新屋)

４月18日(金)u29日(火)

千秋公園ではライトアップとステ
ージイベントを実施します。なお、
木や芝を傷つける場所取りは撤去し
ます。ごみの持ち帰りにもご協力く
ださい。観光物産課☎(866)2112

＊天候などにより開催期間が変更になる場
合があります。ご了承ください。
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会場はサンパル秋田(文化会館内)。
申し込みは、４月７日(月)9:00から
女性学習センターへ。☎(824)7764
①IT講習｢はじめてのエクセル｣
対象uパソコンの文字入力ができ、
再就職や社会活動支援に役立てたい
女性　日時u４月15日(火)･16日(水)、
10:00～15:00　受講料u1,200円　
定員u10人(定員超は抽選)　
＊申し込みは、４月７日･８日のみ。
②男の料理教室　講師は料理研究家
の佐藤鉄男さん。対象u男性
日時u４月19日(土)10:00～13:30　
材料費u800円　定員u16人
③春夏のベスト 毛糸、かぎ針、と
じ針は持参で。日時u４月19日(土)か
ら５月31日(土)までの土曜に６回、
10:00～12:00　定員u15人

カルトナージュボックス
とプリザーブドフラワー
でアレンジメントを作成。
対象u39歳以下のかた

日時u５月８日(木)18:30～20:30
会場uサンパル秋田(文化会館内）
受講料u1,500円　先着u12人
申込u４月７日(月)9:00から勤労青少
年ホーム☎(824)5378

対象u高校生以上のかた
日時u５月14日(水)から12月17日(水)
までの水･金曜日に45回、18:30～
20:30　会場u秋田県心身障害者総
合福祉センター(旭北の県社会福祉
会館内)　テキスト代u3,500円　
定員u40人(定員超は抽選)　
申込u往復はがきに、住所、氏名(ふ
りがな)、電話番号、受講理由を書
いて４月23日(水)(必着)まで、
〒010-0976 八橋南一丁目8-2 秋
田市身体障害者協会☎(866)1341

「渋
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え

和
まさ

光
みつ

日記｣や石井露月の資料の

解読、文学資料館の訪問など。
日時u来年３月までの第２･第４土曜
日、13:30～16:00
会場u雄和図書館 定員u30人　
申込u雄和図書館☎(886)2853

AEDを使った応急手当など。
日時u４月27日(日)9:00～12:00
会場u秋田南消防署 定員u10人
申込u秋田南消防署☎(839)9551

■ユネスコ文化講座 ｢藤田嗣治の
見た風土と、そこに生きる人々」と
題し、県立美術館の小笠原光館長が
講話。日時u４月12日(土)13:30～
14:30　会場uジョイナス２階(千秋)
問u秋田ユネスコ協会事務局の柳生
さん☎(834)5729
■市場発 野菜＆果物塾　旬の野菜や
果物の食べ比べ、食べ方のヒント、
クッキングなど。日時u４月18日(金)
から毎月１回全12回、10:30～
13:00　会場u外旭川の卸売市場管
理棟２階 材料費u実費　先着u20人　
申込u４月10日(木)9:00から丸果秋
田県青果☎(869)5523
■秋田市探訪～河辺･雄和編　会場u

①～④が河辺市民サービスセンター、
⑤～⑧が雄和市民サービスセンター
参加費u各420円　定員u各60人(④⑧
は50人)　＊時間はお問い合わせを。
①雄物川の舟運…５月31日(土)
②河辺地区の城館遺跡…５月31日(土)
③河辺の自然…６月28日(土)
④河辺の自然と歴史(バス移動)…６月
28日(土) ⑤秋田城への古代官道と
雄和の昔…７月26日(土) ⑥大正寺
おけさの30年を想う…７月26日(土)
⑦雄和が生んだ俳人･石井露月…８
月23日(土) ⑧石井露月の足跡をた
どる(バス移動)…８月23日(土)
申込u秋田県生涯学習センター

☎(865)1171
■秋田明徳館高校の科目履修講座
語学(英語、ロシア語、中国語、ハン
グル)、パソコン、郷土史など。対象u

社会人　日程u５月から語学は週２
回(９月まで)、パソコン･郷土史は週
１回(２月まで)　会場uカレッジプラ
ザ(秋田明徳館ビル２階)　受講料u各

3,500円　定員u各25人(パソコンは
各15人)　申込u同校事務室にある申
込用紙に記入し、４月16日(水)(必
着)まで郵送または持参。詳しくは、
お問い合わせを。☎(834)0473

バケツと長靴をお持ちください。小
学生以下は保護者同伴で。小雨決行。
日時u４月20日(日)10:30～
会場u添川字飛鳥田の河川敷公園
問u秋田青年会議所地域環境確立委
員会の真壁さん☎090-2799-0491

太平山リゾート公園内の散策と妙見
山登山。秋田駅から無料送迎バスあ
り。定員は15家族(定員超は抽選)。
対象u中学生以下の子どもと保護者
日時u４月26日(土)９:50～14:30
集合u太平山自然学習センター
申込uはがき(１家族１枚)に催し名、
住所、代表者名、参加人数、電話･
FAX番号を書いて、４月14日(月)必
着で〒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

自然科学学習館に集合し、
バスで千秋公園へ移動。
対象u小学生以上(小３以下は保護者
同伴)　日時u４月27日(日)8:30～
10:30(雨天決行)　先着u20人
申込u４月８日(火)16:00からアルヴ
ェ５階自然科学学習館

☎(887)5330(月曜休館)

小学生の親子が対象です。田植えや
収穫、餅つきなどの風物詩を体験。
日程u５月25日(日)から11月30日(日)
までの日曜日に５回(時間はお問い
合わせを) 会場u雄和左手子ほか
年会費u１家族8,000円　先着u30組　
申込u４月21日(月)9:00から雄和市
民サービスセンター☎(886)5540

情報チャンネルa
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