園芸振興センターの加工研修室に行こう!
施設見学と真空袋を使ったリンゴ
のコンポート作り。
日時▶12月15日(水)･17日(金)･18
日(土)、①10:00〜11:30、②
13:30〜15:00(17日は②のみ、
18日は①のみ)
会場▶園芸振興センター(仁井田)
定員(抽選)▶各４人
申込▶11月22日(月)10:00から25
日(木)17:00までの平日に産業企
画課☎(888)5725

みんなの掲示板①
◆バルーンアート教室
風船で動物やお花を作ってみよ

会場 市役所１階市民ホール

テーマは｢秋田城の政庁と連絡橋
整備−失われた政庁の再現へ−｣。
ぜひお立ち寄りください。

催

し

文化創造館で｢かたる｣｢楽しむ｣
◆カルチャカイ
｢かたる｣ Vol.10
あなたの中のア
イデアやモヤモ
ヤをゆる〜く語り合います。思い
ついたアイデアをどうしたらいい
かわからないかた、漠然とした悩
みを抱えているかたなど、お気軽
にご参加ください。
日時▶11月27日(土)14:00〜16:00
会場▶文化創造館 定員▶15人
申込▶文化創造館☎(893)5656
◆酒泡酒泡クラブ盆踊り練習会
秋田市文化創造館パートナー事
業。同館で12月18日(土)に開催
する｢大忘踊り大会｣に向けた練習
会。ぜひご参加ください！
日時▶11月27日(土)15:00〜17:00
会場▶文化創造館
問▶文化創造館☎(893)5656
し ゅ

わ

し ゅ

来春完成予定の
連絡橋

秋田城跡歴史資料館☎(845)1837

う！ 対象▶小学４年生以上(小学
生は保護者同伴) 日時▶12月５
日(日)13:30〜15:30 会場▶県
立武道館 参加費▶1,160円
定員▶15人 申込▶12月２日(木)ま
で県立武道館☎(862)6651
◆｢災害への備え｣冬の災害時への
心構え 講師は日本赤十字社秋
田県支部の職員。日時▶12月７日
(火)10:00〜11:30 会場▶にぎわ
い交流館 定員▶20人 申込▶ア
ルヴェボランティアサークルの三
浦さん☎090-5188-3902

16㍉映写機の講習＆認定証更新
会場は河辺総合福祉交流センター
健康学習室。
◆16㍉映写機操作技術講習会
機器の構造･基本操作の講義と実
技･検定。講習後、認定証取得者
は市視聴覚ライブラリー所有の映
写機と映画フィルムを利用できま
す。日時▶12月４日(土)13:30〜
16:30 先着▶10人 申込▶11月
24日(水)10:00から市視聴覚ライ
ブラリー☎(882)5535(平日)
◆認定証があるかたの更新
講習時間は20分程度。都合のよ
い時間にどうぞ。対象▶過去２年
以内に｢16㍉映写機操作認定証｣
を更新していないかたで、認定証
の更新･再交付が必要なかた
日時▶12月10日(金)･11日(土)、
13:00〜16:00

11月26日(金)▶12月10日(金)
(最終日は13:00まで)

↑秋田城跡史跡 公 園

秋田城跡パネル展

④男子厨房に入る･骨付き鶏肉で
作るクリームシチュー 12月
11日(土)、1,200円、16人
⑤ドイツのお菓子シュトーレン
12月20日(月)、2,400円、10人
⑥野菜たっぷりミートローフ
12月22日(水)、2,000円、16人
⑦中華風肉丼ぶりとミニらーめん
12月25日(土)、2,000円、16人

会期

わ

みんなの掲示板②
◆土崎空襲を伝える
会場は土崎みなと歴史伝承館。問
い合わせは土崎港被爆市民会議事
務局へ。☎(845)2688
①戦争と土崎空襲展[冬の章] 戦
争時の遺品、写真、書籍を展示し
ます。特別企画｢満州事変から90
年｣も同時開催。日程▶12月１日
(水)から26日(日)まで(火曜休館)
②戦争と土崎空襲シンポジウム
｢戦争と、なぜ土崎が日本最後の
空襲だったのかを考える｣がテー
マ。日時▶12月５日(日)10:00〜
12:00 先着▶50人
◆第３回十二支館宇宙フェスタ
in なかいち
秋田市文化振興助成事業。さまざ
まなジャンルでモノづくりをして
いる人たちが、来年の干支･寅を
テーマにした作品を展示します。
日時▶12月３日(金)から５日(日)
まで、10:00〜17:00(最終日は
16:00まで) 会場▶にぎわい交流
館２階展示ホール
問▶同実行委員会事務局
☎(853)7470
◆シニアのお仕事フェア in 秋田市
生涯現役実現のための再就職支援
セミナーと企業合同説明会を行い
ます。対象▶55歳以上のかた
日時▶12月９日(木)13:00〜15:30
会場▶イヤタカ(中通) 先着▶30人
申込▶ハローワーク秋田にある申
込用紙で、12月２日(木)までに秋
田県シルバー人材センター連合会
(山王)へ。☎(888)4680

＊情報チャンネルaに掲載した市関連以外の事業は、市が特に推奨するものではありません。参加内容
は、主催者に事前によくご確認ください。生じたトラブルに関して、市は責任を負いかねます。

市外局番＝☎018
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▼ 情｢報チャンネルａ」は、市関連の情報を優先していますので、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

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

18･19㌻に掲載した内容は、新型コロナウイルスの影響により、中止･変更になる場合がありますので、実施の
有無は、事前に主催者にご確認ください。また、会場ではマスクを着用するなど、感染予防にご協力願います

クリスマスラッピングにも使える！

■文中｢SC｣はサービスセンターの略。

講

風呂敷の実演講座と環境の話

座

科学つめあわせ便 ｢かたまる科学｣
固まる現象についての実験など。
対 象 ▶小 学 生 以 上 ( 小 ３ 以 下 は 保
護者同伴) 日時▶12月４日(土)、
①10:00〜11:30、②13:00〜
14:30 会場▶自然科学学習館(ア
ルヴェ４階) 定員(抽選)▶各10人
申込▶11月23日(火)9:00から28
日(日)17:00までに自然科学学習
館☎(887)5330
なご

こころ和む パステル指塗り絵
対象▶18歳以上のかた
日時▶12月10日(金)10:00〜11:30
会場▶河辺市民SC
材料費▶500円 先着▶15人
申込▶11月22日(月)9:00から河辺
市民SC☎(882)5171

さとぴあの農山村体験講座
会場は、上新城の農山村地域活性
化センターさとぴあ(④は上新城
の｢重松の家｣)。申し込みは、11
月23日(火)18:00までさとぴあ
へ。☎(893)3412
①歴史懇話会｢遺跡から見た秋田
の中世｣ 県内で見つかった平安
〜室町時代の遺跡を解説。
日時▶11月26日(金)10:00〜11:30
定員(抽選)▶15人
②ハタハタ寿司講座(講話のみ)
と 鮭 め し 作 り 日 時 ▶1 2 月 ４ 日
(土)1 0 : 0 0 〜 1 2 : 3 0 参 加 費 ▶
1,000円 定員(抽選)▶15人

日時

11月28日(日)10:00〜11:00

会場

中央市民SC洋室２･３ 参加 先着
無料 15人
(市役所３階)

おしゃれな風呂敷をエコバッグやラッピ
ングとして活用する方法を実演！ 講師は、ラッシュイオンモール
秋田店店長の工藤春香さん。風呂敷はお持ち帰りできます。
申し込み▶11月22日(月)8:30から環境都市推進課☎(888)5708

③フェルトで作るマフラー 日時▶
12月10日(金)13:00〜15:30 参
加費▶1,500円 定員(抽選)▶10人
④しめ縄作りと餅つき体験
日時▶12月11日(土)10:00〜12:30
参加費▶1,500円(昼食付き、小学
生以下700円) 定員(抽選)▶15人

クリスマスカードワークショップ
コロナ禍で会えない人や大切な人
に送るクリスマスカード作り。講
師は｢アトリエ マペジュ｣のまつ
はしまりこさん。
日時▶12月12日(日)10:00〜12:00
会場▶南部市民SC別館 先着▶10
人 申込▶11月22日(月)9:00から
南部市民SC別館☎(853)5735

季節の香りのクリスマスリースづくり
装飾に季節の香りを施します。対
象▶18歳以上のかた 日時▶12月
16日(木)10:00〜12:00 会場▶北
部市民SC 材料費▶1,500円 先
着▶８人 申込▶11月29日(月)9:00
から北部市民SC☎(893)5969

青少年教室 親子で八橋人形絵付け
十二支の素焼き人形から１体選
び、アクリル絵の具で絵付けしま
す。対象▶小学生と保護者
日時▶12月11日(土)10:00〜11:30
会場▶市老人福祉センター(八橋)
材料費▶400〜750円 先着▶８組
申込▶11月22日(月)8:30から生涯
学習室☎(888)5810

テルサの料理教室
時間は10:00〜13:00(①は13:00
〜16:00)。会場は秋田テルサ。申
し込みは、11月23日(火)10:00か
ら秋田テルサへ。☎(826)1800
(実施日、受講料、定員の順で記載)
①クリスマスの
オーナメントクッキー作り
12月４日(土)、2,000円、16人
②ハタハタ寿司
12月８日(水)、2,000円、16人
③クリスマスリースパンと
ミニブッシュドノエル
12月９日(木)、2,400円、８人

｢画家たちのひみつ｣-なんだか意味深なタイトルですよね。 小田野直武、寺崎廣業、岡田謙三、馬場 彬、加藤貞子、伊

表紙の
藤 隆など、私たちの心を魅了する作品を生み出す画家たちは、どんな材料を使って、どのように絵画を描くのでしょうか？
はなし
そんな画家たちの気になる〝ひみつ〟を、ぜひ会場でご覧ください！

19

広報あきた

2021年11月19日号

