
■フォークリフト運転技能講習　55
歳以上で、就職をめざしハローワー
クに求職の申し込みをしているかた
が対象。申込方法など、詳しくはお
問い合わせください。日時u５月22
日(金)から28日(木)まで(土日を除く)
会場u県トラック協会研修センター
(寺内蛭根)　定員u15人(選考)　申込
u５月８日(金)まで秋田県シルバー人
材センター連合会☎(888)4680
■秋田子ども囲碁クラブ 文化庁の
｢伝統文化親子教室事業｣。対象u小
学生～高校生　期間u来年２月まで
の毎週日曜日、10:00～12:00　
会場u秋田囲碁センター(中通)
受講料u月1,500円　申込u日本棋院
秋田県本部☎(833)6976

河辺市民SC(カワベリア)からバスで
移動し、自然を散策。申し込みは、
いずれも５月７日(木)9:00から河辺市
民SC生涯学習担当へ。☎(882)5171
＊直接窓口での申し込みは不可。
■成人教育事業｢ネイチャーウオーク｣
ガイドの説明を聞きながら自然に触
れて体力作り。先着20人。
日時u５月21日(木)･６月25日(木)･７
月23日(木)･10月22日(木)、9:00～
会場u筑紫森(河辺)、高岳山(八郎潟
町)ほか　参加費u保険料など実費
■少年教育事業｢親子体験塾 in どっ
ぷり河辺｣　川の生物探検や自然に
親しむ体験など。
対象uすべての日程に参加できる小
学生の親子　日時u５月23日(土)･７
月25日(土)･９月26日(土)･10月24日
(土)、9:00～12:00 会場u河辺地域
内 保険料u１人40円　先着u10組

弥生土器づくりを体験。土器は後日
焼成(野焼き)して完成します。都合
の良い日にご参加ください。５月７
日(木)から９日(土)まで粘土を練る作
業を行います。参加希望のかたは、
申し込みの際お伝えください。

日時u５月14日(木)から18日(月)ま
で、10:00～16:00　会場u弥生っこ
村(御所野地蔵田)　材料費u300円
申込u５月７日(木)8:30から文化振興
室☎(866)2246

国指定重要文化財の旧家｢三浦館｣(金
足)を公開します。
日時u５月22日(金)から24日(日)まで、
①10:00～11:30、②14:00～15:30
の２回　参加費u文化財保護協力費
として700円(中学生以下無料)　
定員u各40人(抽選)
申込uはがきに住所、氏名、電話番号、
人数(３人まで)、希望の日時(第３希望
まで)を書いて５月17日(日)まで、
〒010-0121 金足黒川字黒川178
三浦館保存会事務局☎(873)6709

対象u小学生以上(中学生以下は保護
者同伴で)　日時u５月24日(日)9:00
～15:00(小雨決行)　先着u50人　
参加費u2,200円(昼食･入浴料など)　
申込u５月15日(金)17:00まで太平山
観光開発㈱☎(827)2001

■新屋高校吹奏楽部フレッシュコン
サート　日時u５月４日(月)13:00～
会場u県民会館 入場料u一般800
円、高校生以下500円　問u同高吹奏
楽部担当の高橋さん☎(828)5859
■野鳥の羽と翼展　羽の標本と触れ
られる翼などを展示します。日時u

５月10日(日)から20日(水)まで、
9:00～21:00(10日は13:00から、

20日は15:00まで)　会場u北部市民
SC(キタスカ)１階展示ホール　
問u秋田野鳥の羽同好会の加賀谷さ
ん☎090-5843-3100
■植木まつり 鉢物、山野草、花木
などを販売します。日時u５月13日
(水)から24日(日)まで、9:00～18:00
会場u八橋運動公園 問u秋田植木ま
つり実行委員会(㈱読売エージェンシ
ー東日本秋田支社内)☎(862)4594
■三庁見学ツアー 裁判所、検察庁、
法務局を見学します。日時u５月14日
(木)9:30～12:00　定員u40人 申込
u５月13日(水)まで秋田地方･家庭裁判
所総務課☎(824)3121(内線510)
■街歩きとおせっかいカフェ 千秋
公園の散策とミニ講話、昼食(実費)と
交流会も。日時u５月15日(金)10:00
～14:00　集合u民俗芸能伝承館
申込uエイジフレンドリーあきた市
民の会の小西さん☎(862)5969
■ゲームで体験異文化コミュニケーション
県内の外国籍のかたと交流します。
日時u５月16日(土)14:00～16:00
会場u県国際交流協会(アトリオン１
階) 参加費u200円　先着u20人　
問u県国際交流協会☎(893)5499
■劇団はちのす創立20周年記念事業
公演　国民文化祭の成果継承事業。
新撰組の活躍を描いた時代劇。
日時u５月16日(土)18:00～、17日
(日)13:00～　会場u文化会館小ホー
ル　入場料u1,800円　問u同劇団代
表の加藤さん☎090-4318-7035
■太平山登山 集合u５月24日(日)
7:30、仁別の旭又駐車場　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

・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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実技講習や模範演技による指導な
ど。個別相談にも応じます。犬の飼
い方や問題行動でお困りのかたは、
ぜひご参加ください。
日時u５月23日(土)9:00～11:30
会場u市保健所玄関前広場 定員u犬
同伴の場合は、抽選で20組(生後６
か月以上で平成26年度狂犬病予防注
射を受けた犬が対象)。飼い主のみの
参加は、定員に制限はありません
申込u往復はがきかEメールに、教室
名、住所、氏名(ふりがな)、電話番
号、人数、犬同伴の有無、犬の種類と
名前･性別･月齢、相談内容を書い
て、５月15日(金)(必着)まで、
〒010-0976 八橋南一丁目８-３ 市
保健所衛生検査課☎(883)1182
Eメール ro-hlex@city.akita.akita.jp

認知症について正しく理解し、認知
症のかたや家族を温かく見守るサポ
ーターを養成します。先着50人。
日時u６月１日(月)13:30～15:00
会場u市老人福祉センター(八橋)
申込u長寿福祉課
☎(866)8760･FAX(866)8962

空きビンを電熱炉で変形させて、花
びんや小物入れ作り。先着10人。
日時u５月21日(木)9:30～11:30
会場u雄和市民SC(ユービス)
申込u５月７日(木)9:00から雄和市民
SC(ユービス)☎(886)5540

〝女性が創るゆうわ〟をテーマに、
講話、体験学習、調理実習、移動学
習などを行います。先着15人。
対象u雄和地域の女性 日時u６月か
ら来年３月までに月１回、10:00～
11:30　会場u雄和市民SC(ユービ
ス)ほか 年会費u1,000円　
申込u５月７日(木)9:00から雄和市民
SC☎(886)5540

高校生以上が対象です。｢子どもの
心の現状と教育の在り方｣をテーマ
に同大学教授の毛内嘉威

もうない よ し た け

さんが講演
します。定員100人。
日時u５月14日(木)18:00～19:30
会場u秋田公立美術大学大講義室
申込uアトリエももさだ

☎(888)8137(月曜休館)

自分も相手も大切にし、上手に自分
の気持ちを伝える｢アサーティブ｣を
学びます。初参加のかた歓迎。
日時u５月23日(土)13:30～15:00
会場uサンパル秋田(文化会館内)
お茶代u100円　定員u20人
申込u５月８日(金)9:00から女性学習
センター☎(824)7764

ひとり親家庭の父親や母親、寡婦
か ふ

が
対象です。就職に必要な技術習得を
めざします。①～③の会場は、県社
会福祉会館(旭北)。所定の用紙で、
秋田県ひとり親家庭就業･自立支援
センター(県社会福祉会館内)へお申
し込みください。詳しくはお問い合
わせを。☎(896)1531
①経理事務講習会(日商簿記３級)
日時u５月30日(土)から９月19日(土)
までの土曜に15回、10:00～15:00　
資料代u3,000円程度　定員u20人
申込u５月15日(金)15:00まで
②調理師試験対応講習会
日時u６月26日(金)･29日(月)、７月１
日(水)、８月11日(火)、9:00～17:00
資料代u3,000円程度　定員u20人
申込u６月12日(金)まで
③パソコン講習会 日時u①日中コー
ス(ワード･エクセル基礎編)は７月６
日 (月 )から10日 (金 )までの9:00～
16:00(６日は17:00まで)、②夜間
コース(ワード･エクセル基礎編と初
級ステップアップ編)は７月13日(月)
から８月31日(月)までの月･水･金曜日
に15回、18:30～20:30　定員u各
10人　資料代u2,000円程度　申込u

①日中コースは６月22日(月)まで、
②夜間コースは６月29日(月)まで
＊②夜間コースのみ託児あり。

④介護職員初任者研修講習会
期間u申し込みから約４～６か月間
会場u実技スクーリングはニチイ学
館(秋田･御所野教室)で。自主学習は
通信制 受講料u12,000円とその他
実費 定員u希望者の中から10人程
度を選考します
申込u随時受け付けます

運転操作の講座と実技。
対象u運転免許があるかた
日時u５月23日(土)、午前の部(9:00～
12:00)と午後の部(13:00～16:00)
会場u県警察運転免許センター(新屋)
定員u各15人　
申込u５月15日(金)まで環境総務課地
球温暖化対策担当☎(863)6862

心肺蘇生法の実技やAEDを使った応
急手当など。先着20人。
日時u５月24日(日)9:00～12:00
会場u南部市民SC(なんぴあ)
申込u５月２日(土)から秋田南消防署

☎(839)9551

■いのちの電話相談員養成研修　心
の悩みを聴く相談員を養成します。
日時u５月12日(火)から７月14日(火)
までの毎週火曜、18:30～20:00
会場uジョイナス　受講料u１回1,000
円　申込uNPO法人秋田いのちの電
話☎(823)0021(12:00～18:00)
■ミニテニス教室 日時u５月13日
(水)･20日(水)･25日(月)、昼コース
10:00～12:00、夜コース19:00～
21:00　会場u茨島体育館
参加費u500円　定員u各30人
申込u５月６日(水)8:30から８日(金)
まで秋田市ミニテニス協会の佐々木
さん☎･FAX(879)2769
■弓道教室　日程u５月30日(土)から
８月８日 (土 )までの水･土曜日、
13:00～15:00(中学生は12回、一
般は21回) 会場u一つ森公園弓道場
参加費 u3,500円　定員 u中学生５
人、一般(高校生以上)15人　
申込u５月20日(水)まで秋田市弓道連
盟の小松原さん☎(889)6789
Eメール onoba693@ybb.ne.jp

・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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