
６日(金)まで。詳しくは、ホーム
ページをご覧ください。

http://www.akita-sports.jp
問▶秋田県障害者スポーツ協会
☎(864)2750･FAX(874)9467

介護保険施設などでボランティア
活動をして集めたスタンプをポイ
ントに換えると、年間最大５千円
の交付金が受けられます。次の講
習会(いずれか１日)が必須です。
ぜひご参加ください。
講習会▶４月８日(金)、５月10日
(火)、14:00〜15:30、市老人福
祉センター３階会議室(八橋)
保険料▶230円　持ち物▶介護保険
被保険者証　問▶秋田市社会福祉
協議会☎(862)7445

◆写真を楽しむ半歩の会写真展　
日時▶４月７日(木)から10日(日)ま
で、9:30〜18:00(７日は12:00
から、10日は17:00まで)　
会場▶アトリオン２階第一展示室B　
問▶代表の佐藤さん

☎090-7560-2667
◆お堀端の古本市 AKITA BOOK
BOAT　出店は18店舗。
日時▶４月16日(土)10:00〜15:00　
会場▶文化創造館　
問▶灯書房☎080-2820-0220
◆春季秋田市グラウンド･ゴルフ
交流大会　日時▶４月29日(金)。
受付開始8:00〜　会場▶太平山リ
ゾート公園グラウンド･ゴルフ場　
参加費▶1,000円　先着▶320人
申込▶申込書に参加費を添えて、
４月１日(金)から20日(水)までに
同グラウンド･ゴルフ場へ。詳し
くはお問い合わせください　
問▶秋田市グラウンド･ゴルフ協会
の高橋さん☎(845)7338
◆KHJ秋田ばっけの会　対象▶ひ
きこもりのかたとご家族　日時▶
４月９日(土)･16日(土)、13:30〜
15:30(16日はひきこもりのかた

間▶５〜９月に週２回。秋田の歴
史入門と専門郷土史は週１回で通
年　会場▶カレッジプラザ(明徳館
ビル２階)　受講料▶１科目3,500
円(教材費などは別途必要)　
申込▶４月１日(金)から同校で配布
する実施要項をご覧の上、受講申
込書で、４月７日(木)までにお申
し込みください。同校ホームペー
ジからもダウンロードできます。
http://www.meitoku-h.akita-pref.ed.jp　
問▶秋田明徳館高校☎(834)0473
◆公共職業訓練受講生を募集
テキスト代などは実費です。
応募資格▶ハローワークに求職申
込をしていて、新たな技術･技能
を身につけて再就職を希望する
かた　訓練期間▶６月２日(木)から
11月29日(火)まで　会場▶ポリテ
クセンター秋田(潟上市)　訓練科
･定員▶CAD･NC技術科(旧テクニ
カル･オペレーション科)、15人
申込期限▶４月26日(火)　問▶ポリ
テクセンター秋田☎(873)3178
◆女性と中高年のための囲碁入門
教室　日時▶４月14日(木)･21日
(木)･28日(木)、13:00〜16:00　
会場▶県生涯学習センター(山王)
本代▶1,000円　申込▶日本棋院囲
碁普及指導員の小松さん

☎(862)5644

第20回秋田県障害者スポーツ大
会の参加者を募集します。
開催日と競技名▶８月20日(土)＝
一般卓球、ボッチャ　９月10日
(土)＝水泳、アーチェリー、サウ
ンドテーブルテニス、ボウリング　
９月23日(金)＝陸上競技、フライ
ングディスク、バレーボール(精
神障がい)　申込▶申込書は、秋田
県障害者スポーツ協会ホームペー
ジからダウンロードできます(４
月18日(月)から)。申込期間は５月

22＊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

のみ)　会場▶中央市民SC洋室２･
３(市役所３階)　問▶同会事務局

☎090-9539-2365
◆自死･災害死などの突然死によ
る遺族の集い｢コスモスの会｣
日時▶４月16日(土)13:00〜15:00
(個人ケアは要予約で13:00〜
13:40)　会場▶県社会福祉会館
(旭北)　参加費▶300円　
問▶秋田グリーフケア研究会

☎080-5000-8706
◆ふれあい法律相談　
法律、相続などの相談に三浦 清弁
護士が応じます。ひとつの相談内
容は年度１回まで。日時▶４月18
日(月)10:00〜12:00　会場▶市老
人福祉センター(八橋)　先着▶４人
(初めてのかた優先)　申込▶４月４
日(月)10:00から市社協ふれあい
福祉相談センター☎(863)6006
◆特別支援学校の

臨時的任用教員などを募集　
職名と必要な資格▶講師＝小･中･
高のいずれかの教諭普通免許状が
あるかた　寄宿舎指導員＝平成
15年４月１日以前に生まれたか
た。学校に隣接する宿舎で、生徒
の生活指導などを行います(教諭
普通免許状の有無は問いません)
申込▶右のコードを読み込んでア
クセスしてお申し込み
ください　
問▶県特別支援教育課
　　　　☎(860)5133
◆河川愛護モニターを募集　
雄物川(河口から秋田南大橋上流
までの範囲)に関する、不法投棄
や河川への地域要望などの情報提
供を行っていただけるかたを１人
募集します(定員超は選考)。
任期▶７月１日(金)から１年間　報
酬▶月4,500円程度　申込▶履歴書
(写真添付)を５月13日(金)(必着)ま
でに、秋田河川国道事務所河川管
理課(山王)へ提出してください。
応募理由、雄物川とどのように関
わっているか(関わりたいか)も記
載を　 問▶☎(864)2290

案　内
秋田県障害者スポーツ大会

介護支援ボランティア登録講習会

みんなの掲示板②

特別支援教育課



会場は上新城の農山村地域活性
化センターさとぴあ(⑤のみ｢重
松の家｣)。申し込みは、４月５日
(火)18:00までさとぴあへ。

☎(893)3412
①県産豚を使用した無添加ソー
セージでホットドッグ作り　
日時▶４月12日(火)10:00〜13:00　
参加費▶1,500円　
定員(抽選)▶15人　
②春の花アレンジ体験　春らしい
リーフと花苗の組み合わせ♪ 
日時▶４月16日(土)10:00〜12:00　
参加費▶2,700円　
定員(抽選)▶15人
③寿司職人から学ぶ

しめ鯖と巻き寿司づくり　
日時▶４月20日(水)10:00〜12:00　
参加費▶1,500円　
定員(抽選)▶15人
④和菓子屋さんから習う

桜餅とうぐいす餅づくり　
桜餅は道明寺粉を、うぐいす餅は
県産のもち米を使います。日時▶
４月21日(木)13:30〜16:00　参
加費▶1,000円　定員(抽選)▶12人
⑤じゃがいも植え付け体験　
野菜づくりが初めてのかたやお子
さんでも大丈夫です。
日時▶４月24日(日)10:00〜12:30
(収穫予定は７月下旬)　参加費(昼
食付)▶1,000円(小学生以下700
円)　定員(抽選)▶15人

弓具はお貸しします。
対象▶中学生以上のかた(経験不
問)　日時▶５月13日(金)から７月
１日(金)までの毎週火･金曜に15
回、18:00〜20:00　会場▶一つ
森公園弓道場　受講料▶4,000円　
定員(抽選)▶15人　申込▶Eメール
で｢弓道教室参加希望｣と明記し、
氏名、連絡先を、４月29日(金)ま
でに秋田市弓道連盟の小松原さん
へお知らせください。
Eメール akitashi_kyudo@yahoo.co.jp
問▶☎090-9033-0910

65歳以上のかたが対象です。時
間は10:00〜12:00。
◆秋田民謡手踊り教室
開催日▶４月７日(木)　会場･問▶飯
島老人いこいの家☎(845)3692
◆体を動かそうADL体操
開催日▶４月12日(火)　会場･問▶雄
和ふれあいプラザ☎(886)5071
◆ダンスセラピー

〜心と体の音楽運動療法　
開催日▶４月13日(水)　会場･問▶八
橋老人いこいの家☎(862)6025
(参加多数の場合、前･後半に分け
て実施します)

対象▶60歳以上のかた
実施日▶前期＝５月11日(水)･25
日(水)、６月１日(水)･15日(水)･22
日(水)　後期＝６月29日(水)、７月
６日(水)･13日(水)･20日(水)･27日
(水)　時間▶14:00〜16:00　会

場▶市老人福祉センター(八橋)　
定員(抽選)▶前･後期各20人　
申込▶電話またはFAXで、住所、
氏名、生年月日、電話番号を、４
月11日(月)までに秋田市社会福祉
協議会へお知らせください。
☎(862)7445･FAX(863)6068

講話や実技を通して、健康や生き
がいづくりについて学びま
す。移動学習もあります。
◆しおかぜ大学
対象▶土崎、飯島、港北、
将軍野、寺内、外旭川の各地区に
住む60歳以上のかた　日時▶５月
12日(木)から来年３月９日(木)ま
でに月１回、おおむね13:30〜
15:00　会場▶北部市民SC　年会
費▶1,500円　先着▶100人　申込
▶４月５日(火)9:00から18日(月)ま
でに北部市民SC☎(893)5969
◆北部高齢者大学
対象▶金足、下新城、上新城、飯
島の各地区に住む60歳以上のか
た　日時▶５月18日(水)から来年
３月までに月１回、原則第３水
曜、13:30〜15:00　会場▶下新
城交流センター　年会費▶1,500
円　先着▶30人　申込▶４月４日
(月)9:00から15日(金)までに下新
城交流センター☎(873)4839

◆秋田明徳館高校｢科目履修講座｣　
科目と定員▶英会話初級(18人)･中
級(18人)、ハングル初級(15人)･
中級(18人)、秋田の歴史入門(24
人)、専門郷土史(24人)　開講期
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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

■文中｢SC｣はサービスセンターの略。

表紙の
はなし

22･23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

情報情報チャンネルaチャンネルa

　花盛りのセリオンリスタへ。太陽の光が降り注ぐ屋内はぽかぽかで、鮮やかなピンクの紅梅の
トンネルをくぐると一気に気分は春♪ 天気が良かったこの日は、元気に走り回る子どもたちやス
マホで花を撮影して楽しむ人の姿が多く見られました。市内の桜前線もすぐそこ！ かな〜。

講　座
さとぴあの農山村体験講座

秋田市弓道教室

みんなの掲示板①

高齢者大学で学ぼう！

けやき大学｢書道･ペン習字教室｣

いきいきサロン
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