
宝焼きは１月10日(日) 時間u10:00
～11:30(陶芸のみ13:00～14:30
の２回目あり)　会場u中央シルバー
エリア(御所野)　参加費(１人)uスイ
ーツデコ1,000円、陶芸1,050円、
七宝焼き800円　先着u各27人(スイ
ーツデコは35人)　申込u中央シルバ
ーエリア☎(829)2151

日本最北の古代城柵･秋田城跡で出
土した、各地との交流を示す品を写
真で紹介します。
日時u11月25日(水)から12月23日
(水)まで、9:00～21:00　会場u北部
市民SC(キタスカ)１階展示ホール
問u秋田城跡調査事務所

☎(845)1837

障がいがあるかたによる絵画･書道･
陶芸などの展示、音楽や演劇のステー
ジのほか、障がい者団体や施設など
で制作された手工芸品の販売など。
日時u12月15日(火)･16日(水)、10:00
～16:00(16日は15:00まで)。ステ
ージイベントは16日12:00～　
会場uアルヴェ１階･２階
問u心いきいき芸術･文化祭実行委員
会☎(864)2780

テーマは｢日本人の道徳と芸術～秋
田からの発信～｣。講師は東京国立
博物館長の銭谷眞美さん、秋田公立
美術大学の霜鳥秋則学長ほか。
日時u11月30日(月)18:00～20:00
会場u秋田公立美術大学大講義室
問u秋田公立美術大学事務局企画課

☎(888)8478

■あきた産学官連携フォーラム
｢今輝く! 秋田の地域資源･トップ技
術!｣をテーマにした講演(定員100
人。要申込)やブース展示など。
日時u11月25日(水)13:00～17:00　
会場uアルヴェ２階多目的ホール　
講演の申込･問uFAXまたはEメール
で秋田工業高等専門学校企画室へ。
☎(847)6106 FAX(857)3191
Eメール kikaku-dv@ipc.akita-nct.ac.jp
■秋田大学総合技術部テクノフェスタ
万華鏡やスライム作り、顕微鏡で生
き物観察、金属パズル、ラジコンカ
ー操作体験など。日時u11月28日
(土)10:00～17:00　会場uアルヴェ
１階きらめき広場　問u秋田大学総
合技術部の猿田さん☎(889)2422
■ネットワーキング祭
日時u11月28日(土)10:00～14:30　
会場uアトリオン地下１階イベント
広場 内容u８つの女性団体による
展示や農産物･加工品などの販売、
健康相談など。災害時高齢者生活支

援に関する講演(10:30～11:30)
や、ワークショップ･笑いヨガ(13:30
～14:00)も開催。問u秋田県女性団
体協議会☎(836)7840
■秋大☆憩いのコンサート ピアノ
連弾演奏と朗読。日時u11月29日
(日)14:00～　会場u秋大インフォメ
ーションセンター(手形) 先着u30
人 問u秋田大学教育文化学部の斎藤
さん☎(889)2647
■民俗学シンポジウム･山の暮らし
日時u12月５日(土)13:00～14:30　
会場u太平地域センター　
定員u100人　申込uノースアジア大
学雪国民俗館☎(836)2405
■秋田大学鍵盤の会p.f.(ピアノフォ
ルテ)定期演奏会 日時u12月５日
(土)14:00～　会場uアトリオン４階
音楽ホール 定員u150人　問u同会
の虻川さん☎090-9539-6681
■秋田市管弦楽団定期演奏会 ピア
ノ協奏曲第２番(ラフマニノフ)ほ
か。日時u12月６日(日)14:00～　会
場u秋田県民会館大ホール 入場料
u1,200円(小～高校生600円)　問u事
務局の京野さん☎090-2272-3552
■｢美の国あきた｣自衛隊演奏会2016
日時u１月30日(土)14:00～16:00　
会場u県民会館　申込(抽選)u往復は
がき１枚につき２人まで。代表者と
同行者の住所、氏名、年齢、電話番
号を書いて、12月17日(木)(必着)ま
で、〒010-0951 山王四丁目3-34
自衛隊秋田地方協力本部広報室

☎(823)5404

＊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。

・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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ABS こんにちは秋田市から

月・水曜日　15:50～

水曜日　22:54～

11/22(日)11:40～11:55 ●Happy Together! 秋田市の外国人

AAB いきいき秋田市から
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AKT こんばんは秋田市から

エフエム秋田  秋田市マンデー555
ABSラジオ  秋田市今週のいちネタ

毎週月曜日　17:55～

毎週火曜日　10:30～ ］

金曜日　11:25～
土曜日　11:40～
日曜日　11:55～

＊番組内容は、変更になる場合があります。
＊５分間テレビ番組は秋田ケーブルテレビでも放送しています。

11/ 20(金)

わがまち大好き秋田市長です(月１回)

●大森山動物園･さよなら感謝祭
●世界エイズデー

11/25(水)

11/27(金)

12/２(水)
▼

ABS

▼

ラ
ジ
オ

放送日程は広報広聴課へ
☎(866)2034

エフエム椿台  午後スタ 毎週水曜日　14:00～

●男女共生フォーラム
●ごみ減量アクション

●シリーズ･大森山動物園の仲間たち
●千秋美術館｢日本のわざと美｣展

＊11月は第４週の日曜に放送します。
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パソコンでロボットの動きをプログ
ラミングして、実際にロボットを動
かします。先着８組。
対象u小学４年生以上の２人１組の
ペア(親子や友達同士など)
日時u12月13日(日)13:00～15:00
会場u自然科学学習館(アルヴェ４階)
申込u12月１日(火)16:00から自然科
学学習館☎(887)5330

楮(こうぞ)を使った本格的な手漉き
はがきと、来年の干支･さるの年賀
状をカラフルな和紙で作ります。
対象u小学生の親子
日時u12月６日(日)9:30～11:30　
会場u雄和市民SC(ユービス) 材料
費u１組1,000円　先着u10組20人
申込u11月24日(火)9:00から雄和市
民SC☎(886)5540

旬の魚介類と野菜を使った料理を親
子で作ります。定員９組(抽選)。
対象u小学生の親子(未就学児の同伴
は不可)　日時u１月８日(金)10:00～
13:00　会場u秋田市卸売市場(外旭
川)　参加費u１人500円
申込uはがきに、教室名、住所、親子
の氏名、性別、年齢(学年)、電話番
号を書いて、12月７日(月)まで、〒
010-0802 外旭川字待合28 あきた
市場マネジメント(株)☎(869)5294

二八そば作り。初めてのか
たもどうぞ。先着各10人。
日時u12月５日(土)または12日(土)、
10:00～13:00　会場u河辺総合福
祉交流センター 材料費u各800円　
申込u11月24日(火)9:00から河辺市
民SC(カワベリア)☎(882)5171

｢飾り巻き寿司｣と｢カリフォルニア
ロール｣を作ります。先着12人。

対象u39歳以下のかた
日時u12月10日(木)18:30～20:30　
会場uサンパル秋田(文化会館内)
材料費u800円　
申込u11月25日(水)12:00から勤労
青少年ホーム☎(824)5378

天然素材の茜を使って、ウールマフ
ラーの草木染め。
対象u高校生以上　日時u12月13日
(日)、①10:00～12:00、②13:30
～15:30　会場u秋田公立美術大学･
アトリエももさだ　受講料(材料費含
む)u3,500円　定員u各６人
申込u11月24日(火)9:00からアトリ
エももさだ☎(888)8137(月曜休館)

友好都市･中国蘭州市から研修に来て
いるかた(４人)と一緒に、中国の伝
統的な切り絵細工の｢剪紙(せんし)｣を
作ります。定員各30人(抽選)。
日時u11月28日(土)または12月９日
(水)、10:30～12:00 会場u美大サテ
ライトセンター(フォンテAKITA６階)
申込u電話またはFAX、Eメールで、氏
名、年齢、電話番号、人数、参加希望
日を11月26日(木)まで企画調整課
へ。☎(866)2033　FAX(866)2278
Eメール ro-plmn@city.akita.akita.jp

会場はサンパル秋田(文化会館内)。
申し込みは、11月24日(火)8:30から
女性学習センターへ。☎(824)7764
■お正月はじゃんご料理でおもてなし
粥
け

の汁やふろふき大根の五目あんか
けなど５品。日時u12月２日(水)また
は７日(月)、10:30～13:30 材料費
u各700円 先着u各16人　
■女性の｢活躍推進｣について考える
男女共生や人権について学びます。
講師は秋田大学の和泉 浩准教授。
日時u12月10日(木)10:00～11:30
先着u20人　

19歳以上が対象です。会場･申し込
みはサンライフ秋田。☎(863)1391
■体験教室 サンライフ秋田で開催
している趣味と運動の教室を体験し

てみませんか。受講料各1,000円。
②⑦は別途、材料費が必要です。
①リズム＆ボディメイク 日時u11月
25日(水)18:00～19:15 定員u12人
②パッチワーク 日時u11月26日
(木)10:00～12:00 定員u21人
③やさしい社交ダンス 日時u11月
28日(土)10:00～12:00 定員u10人　
④疲労回復と至福のとき(女性のみ)
日時u11月28日(土)10:30～11:45
定員u８人　⑤謡曲 日時u11月28日
(土)18:00～20:00 定員u10人　
⑥心と身体の太極拳　日時u12月１
日(火)18:30～20:00 定員u12人
⑦フラワーアレンジメント 日時u12
月３日(木)18:30～20:30 定員u９人
■造花で作るチョッとおしゃれなし
め飾り作り　日時u12月１日(火)
13:30～15:30 受講料u2,500円
定員u12人

申し込みは、下記の各消防署へ。
■会場が土崎消防署 中学生以上が
対象。心肺蘇生法などを学びます。
日時u11月28日(土)9:00～12:00　
先着u10人　申込u11月22日(日)から
土崎消防署☎(845)0285
■会場が東地区コミセン(上級救命講
習会) 心肺蘇生法や圧迫止血など。
日時u12月５日(土)9:00～18:00　
先着u10人　申込u11月21日(土)から
城東消防署☎(832)3404
■会場が南部市民SC(なんぴあ)
応急手当やAEDの使い方など。
日時u12月19日(土)9:00～12:00　
先着u20人　申込u11月21日(土)から
秋田南消防署☎(839)9551

■専門学校生によるパソコン講習会
開催日u12月２日(水)または４日(金)
時間uワードかエクセル基礎が9:00
～12:00、ワードかエクセル活用が
13:00～16:00　会場u秋田コアビジ
ネスカレッジ(茨島) 資料代u各300
円　定員u各15人(抽選)
申込u11月25日(水)まで秋田コアビ
ジネスカレッジ☎(832)8303
■冬休み親子体験教室 対象u小学生
の親子　開催日uスイーツデコは12
月６日(日)、陶芸は12月20日(日)、七

情報チャンネルa

・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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■文中｢SC｣はサービスセンターの略です。
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