
｢認知症の老姉妹食い物に｣やパネル
ディスカッションなど。日時u２月
21日(土)13:00～16:00　会場uにぎ
わい交流館３階多目的ホール 定員
u300人 問uリーガルサポートあき
た(司法書士会館内)☎(824)0055
■弥生の風に誘われて老舗

し に せ

通りをめ
ぐる　通町を歩きながら、野口家の
ひな人形見学や高砂堂で和菓子作り
を体験。日時u３月６日(金)9:30～
12:00(集合は通町橋)　参加費u300
円　定員u16人(抽選)　申込u往復は
がき(１通で２人まで)に、住所、氏
名、電話番号を書いて、２月17日
(火)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　問u同会の
佐藤さん☎080-8201-1784
■新入社員合同入社式の参加企業を
募集 今年３月に学校を卒業し、今
春入社予定者の合同入社式に参加す
る企業を募集します。日時u３月25
日(水)9:30～11:50　会場u秋田テル
サ(御所野)　参加費u１人2,500円　
申込u３月４日(水)まで秋田雇用開発
協会☎(895)5077

４月から動物の解説や園内の案内な
ど(飼育作業を除く)をしてくれるボラ
ンティアを募集します。報酬や交通

費の支給はありませんが、制服、名札、
ボランティア保険を動物園で準備し
ます(活動時の入園は自由)。説明会参
加後に入会を決めていただきます。
日時u高校生以上で日曜･祝日の都合
の良いときに活動できるかた
説明会u２月15日(日)10:30～11:30
申込u２月14日(土)まで大森山動物園

☎(828)5508

犯罪や事故などの被害者と家族を支
えるボランティア支援員を募集しま
す。申込方法や研修内容など、詳し
くはお問い合わせください。
対象u20歳以上で心身ともに健康な
かた　申込期限u２月28日(土)
問u(公社)秋田被害者支援センター事
務局☎(893)5935

■在宅医療と在宅介護の相談室
市民のかた、医療･介護などの専門職
のかたが対象です。日時u２月７日
(土)･８日(日)･21日(土)･22日(日)、３月
14日(土)･15日(日)、10:00～15:00
(２月７日のみ12:00まで) 会場uジ
ョイナス(千秋)　問u秋田市在宅医療
介護連携推進協議会の髙貝さん

☎090-7336-1089
＊電話相談も３月25日(水)までの毎
週水曜13:00～16:00に応じます。
■障がい児者総合相談 在宅生活や
就労などの相談に応じます。
日時u２月15日(日)13:30～16:00　
会場u遊学舎研修室(上北手)　

問u竹生寮☎(834)2577
■法律相談 法律、相続などの相談
に、長岐和行弁護士が応じます。
日時u２月16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u２月９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)
■精神障がい者家族相談 日時u２月
20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
■秋田県社会保険労務士会の中小企
業事業主ワンストップ相談 労務管
理や経営に関して、対面･訪問･電話
で相談に応じます。詳しくはお問い
合わせください。日時u３月末までの
平日、9:00～17:00　会場･問u中小
企業相談支援センター(大町三丁目2-
44大町ビル３階)☎(853)9061

■遺族の集い･コスモスの会 大切な
人の突然死による苦しみなどを分か
ち合います。個人ケアも。日時u２月
21日(土)13:00～16:00(個人ケアは
15:20～)　会場u県社会福祉会館(旭
北) お茶代u300円　申込u２月20
日(金)まで秋田グリーフケア研究会

☎080-5000-8706(平日)
■放送大学４月生を募集 テレビ放
送やインターネットなどを利用して
授業を行う通信制の放送大学では、
心理学や福祉、経済、歴史、文学な
ど幅広い分野の学習ができます。
出願期限u３月20日(金) 問u放送大
学秋田学習センター☎(831)1997

＊スペースの都合などにより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。

・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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～冬のサイエンスフェスティバル～

２月21日(土)10:00～15:30
アルヴェきらめき広場･多目的ホール

アルヴェに恐竜が出現！
肉食恐竜アロサウルスのライブ
(下記参照)、トリケラトプスとの
記念撮影、ペーパークラフトコー
ナーのほか、秋田県産業技術セン
ター、東北電力秋田営業所の体験
ブースもあるよ！ 直接会場へどう
ぞ。自然科学学習館☎(887)5330

ディノアライブ inアルヴェ

©ON-ART

★リアル恐竜体験ライブショー
①11:00～ ②13:00～ ③15:00

～の３回(約15分)。着席できる観

覧席は先着順です。靴を入れる袋

をお持ちください。

大森山
お お も り や ま

動物園
ど う ぶ つ え ん

ボランティアガイドを募
ぼ

集
しゅう

入場
無料

市では、市内企業の販路拡大や

受発注の促進支援のため、申請が

あった企業情報をデータベース化

し、下記サイトに掲載しています。

ホームページを開設していない

企業は、会社や製品などを紹介す

る機会にもなります。登録申込は、

商工労働課へ。☎(866)2429

秋田市企業情報データベース

http://www.city.akita.akita.jp/wp/database/

＊１月22日現在、1,820社が登録。

自社PRのため
企業情報のご登録を
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空きびんを熱で変形させて、花びん
や小物入れを作ります。
対象u小学生の親子　日時u３月７日
(土)9:30～11:30　会場u雄和市民サ
ービスセンター　先着u10組　
申込u２月９日(月)9:00から雄和市民
サービスセンター☎(886)5540

基礎デッサンを学びます。
対象u高校生以上　日程u２月21日
(土)～３月７日(土)　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　先着u15人　
内容u２月21日(土)･28日(土)、３月
７日(土)、10:30～15:30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(自習は美大サテライトセンター
に要予約。☎(893)6128)　
スクールの申込uアトリエももさだ
☎(888)8137(9:00～16:30。

月曜休館)

会場はサンパル秋田(文化会館内)。
申し込みは、２月９日(月)9:00から女
性学習センターへ。☎(824)7764
■講演会「震災再考」～あなたはどう
伝えますか？ 東日本大震災で被災
した岩手県野田村のかたの話を聞き
ます。日時u２月21日(土)14:30～
16:00　定員u20人
■意識改革！ 姿勢美人 健康を保つ
ウオーキングや美しい姿勢を学びま
す。対象u女性　日時u２月26日(木)
13:30～15:00　先着u20人
■和

な ご

みアートで心のマッサージ
絵が得意でなくても、短時間で簡単
にできるパステル和みアートを楽し
みます。日時u２月19日(木)･26日(木)、
10:00～11:30 定員u20人

応急手当やAEDの使い方など。先着
各20人。申し込みは各消防署へ。

■会場が南部市民サービスセンター
(御野場) 日時u２月21日(土)9:00～
12:00　申込u２月７日(土)から秋田
南消防署☎(839)9551
■会場が河辺市民サービスセンター
日時u２月28日(土)9:00～12:00　
申込u２月７日(土)から河辺消防署

☎(882)3300

■８人制バレーボールC級審判員認
定講習会 日時u２月21日(土)9:30
～16:00　会場u秋田県スポーツ科
学センター(八橋) テキスト代u500
円　　申込u２月18日(水)まで秋田市
８人制バレーボール連盟の長谷川さ
ん☎090-9425-2169
■あきたアーバンマイン開発マイス
ター養成コース受講生を募集 環境
教育などに貢献する人材を養成する
秋田大学の履修証明プログラムで
す。大学を卒業したかたなどが対象。
受講期間は１年(講義は原則、月２
回)。定員10人。申し込みは２月12
日(木)まで。受講料など、詳しくはお
問い合わせを。問u同コース事務局
(秋田大学総合学務課)☎(889)2316

滑走状況、リフト料金などはお問い
合わせください。太平山スキー場オ
ーパス☎(827)2221
★スキー＆スノボ無料ワンポイント
レッスン 用具の着脱や簡単な滑走
など。対象u小学生以下　日時u２月
８日(日)･22日(日)、9:00～9:30(オ
ーパスプラザで8:30～8:50に受け
付け)　先着u各20人
★チビッコデー ２月15日(日)11:30
～12:00、小学生を対象に無料イベ
ントを開催！ 先着50人。さらに小学
生以下のリフト券が通常の半額の
510円に！ 

史跡地蔵田遺跡(弥生っこ村)の遺物や
史跡の復元･活用、ボランティアの活

動などについてパネルで紹介します。
日時u２月７日(土)から18日(水)まで、
9:30～21:30(日曜、祝日は18:00
まで)　会場u遊学舎県民ギャラリー
問u文化振興室☎(866)2246

■楢山かまくら祭り 地域の伝統行
事。餅つき、２分の１成人式など。　
日時u２月11日(水)11:00～　会場u

楢山太田町の町内会館　問u楢山かま
くら保存会の樋渡さん☎(833)9992
■長澤雅彦監督･最新作｢恋｣上映会
オール秋田ロケの映画｢遠くでずっと
そばにいる｣の長澤監督の最新作を上
映。監督もゲストで登場！ 詳しくは
お問い合わせください。日時u２月
13日(金)18:30～　会場uにぎわい交
流館３階多目的ホール　入場料u800
円(高校生以下無料)　先着u200人
問u秋田商工会議所☎(866)6676
■大きな大きな雪だるま作り 小学
３年以下は保護者同伴で。日時u２
月14日(土)13:00～15:00　会場u

｢パンプルムゥス秋田店｣隣り(大町３
丁目。駐車場はありません) 申込u

㈱ドリームリンク☎(863)9999
■土崎のふぐ×那波商店酒蔵見学ツ
アー 新酒の試飲やふぐ料理(昼食か
夕食)を堪能。申込方法など、詳しく
はお問い合わせください。日時u２
月 21日 (土 )10:00～ 16:00(昼 食
12:00～、夕食16:30～)。参加費
u3,500円　定員u60人　問uみなと
土崎ふぐのまち活性化協議会(秋田ま
るごと加工内)☎(847)2283
■講談で学ぶ成年後見制度 講談
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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

催し物

参加無料　先着各20人

ごみ減量のおはなしと
新聞エコバッグ作り

申し
込み

２月９日(月)8:30から環境

都市推進課☎(866)2943

１ ２月17日(火)10:30～12:00
川尻地区コミュニティセンター

２ ２月18日(水)10:30～12:00
将軍野地区コミュニティセンター

パネル展
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地
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遺
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広報あきた　平成27年２月６日号19 ＊雪関連のイベントは、天候の状況により内容が変更になる場合があります。


