まんたらめ

往復はがきの往信欄に、催し名、住所、氏
名(ふりがな)、年齢、性別、電話番号を(グ

５月22日(日)8:40〜15:00

ループの場合は全員分の氏名、年齢、性別
も)、返信欄に住所、氏名を書いて、４月27
日(水)(必着)までに、
〒010-0824 仁別字マンタラメ227-１

日時

申し込み

春の太平山前岳登山
グルー
プ
対象▶高校生以上のかた 参加費▶100円 OK！
定員▶20人(超えた場合は初参加優先で抽選)
行程▶太平山自然学習センター→金山滝→女人堂→
前岳→女人堂(昼食)→オーパス頂上→同センター

太平山自然学習センター☎(827)2171
＊１人１枚またはグループにつき１枚とします。

＊秋田駅東口から無料の送迎バスが出ます。

ムページをご覧ください。
https://akita-chokaku.net
日時▶５月12日(木)から10月20日
(木)までに23回、12:30〜16:30
会場▶県社会福祉会館(旭北)
テキスト代▶3,670円 定員▶８人
申込▶所定の申込書に必要事項を
記入し、FAXまたはEメールで４
月26日(火)までに、秋田県聴覚障
害者支援センターへ。
FAX(862)1820
Eメール akita-chokaku@fukinoto.or.jp
問▶☎(874)8113

みんなの掲示板①
◆武道を学ぼう
会場と申し込みは県立武道館へ。
☎(862)6651
①初心者柔道教室
対象▶５歳〜中学生の初心者、未
経験者 の か た 日 時▶５ 月 1 0 日
(火)から26日(木)までの毎週火･木
曜、17:00〜18:30
受講料▶3,600円 定員▶20人
申込期限▶５月８日(日)
②剣道教室
来年３月21日(火)までに40回。受
講料15,000円(保険料別)。申し
込みは、途中からでも随時受け付
けます。
初級コース…対象▶小学生以下の
かた 時間▶17:45〜19:00 定
員▶20人／上級コース…対象▶中
学生以上のかた 時間▶19:00〜
20:30 定員▶30人
◆中高年のためのデジカメ写真教

室･初心者コース 対象▶一眼レフ
カメラを所有か購入検討中のかた
日時▶５月７日(土)から８月21日
(日)までに８回、9:30〜12:00
会場▶にぎわい交流館４階
受講料▶6,500円 先着▶10人
申込▶写真を楽しむ半歩の会代表
の佐藤さん☎090-7560-2667

催

し

ものまちさんぽ〜2022春
新屋表町･元町･扇町の町屋や軒先
など、数か所に出店した手作り作
家の作品などを見たり、購入した
りできます♪
日時▶４月16日(土)･17日(日)、
10:00〜16:00
問▶事務局(ココラボラトリー内)
の後藤さん☎(866)1559

本ではぐくむ こどものこころ
｢こどもの読書週間｣に合わせた資
料展示。乳幼児の成長に合わせた
おすすめの絵本や、読書のバリア
フリーのための点字の本、大きな
活字の本などを展示します。
日時▶４月19日(火)から５月15日
(日)まで。月曜と４月28日(木)は
休館日 会場･問▶きららとしょか
ん明徳館１階児童コーナー
☎(832)9220
ヨ

ガ

せば、YOGA！ キッズ
講師は秋田市地域おこし協力隊の

いつみ

重久 愛隊員。ご当地ヒーロービー
トファイターAceのステージやサ
イレントチャンバラ大会など！
対象▶子育て世帯のかた(県外から
秋田市に移住されたかた向けです
が、秋田市在住のかたもどうぞ)
日時▶５月５日(木)14:00〜16:00
(ステージは15:00〜15:30)
会場▶秋田駅西口駅前広場(雨天時
はセリオンリスタ) 先着▶30人
申込▶４月16日(土)12:00から下
のコードを読み込んで、
市の電子申請･届出サー
ビスからお申し込みくだ
電子申請
さい
問▶人口減少･移住定住対策課
☎(888)5487

看護の日･看護週間
｢看護の日(５月12日)｣と｢看護週
間｣をPRする催しを開催します。
ぜひお越しください！
問▶秋田県看護協会☎(834)0172
①看護の出前授業
｢看護のおしごと｣のお話やラッピ
ングバスの見学、プレゼントも！
対象▶就学前のお子さんと保護者
日時▶５月13日(金)10:00〜11:00
会場▶エリアなかいちにぎわい広場
②看護の日フェア
｢いいあんべぇ体操｣や看護職と学
生によるトークイベントなどの上
映のほか、栄養相談、看護職就職
相談などを行います。
日時▶５月14日(土)10:00〜12:15
会場▶アルヴェ１階きらめき広場

＊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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▶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

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

■文中｢SC｣はサービスセンターの略。

講

座

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。申し込み
は、４月19日(火)18:00までさと
ぴあへ。☎(893)3412
①ボタニーペインティング講座
ハスや菩提樹の葉を貼り付け着
色 し て 作 り ま す 。 日 時 ▶４ 月 2 7
日(水)10:30〜12:00 参加費▶
1,500円 定員(抽選)▶10人
②考古学と遺跡から考える
上新城の歴史Ⅰ(縄文時代編)
日時▶４月28日(木)10:00〜11:30
定員(抽選)▶15人
③陶芸講座
粉引き茶碗とお皿を作ります。作
品は、７月に行う予定のお茶会と
坐禅体験で使用します。日時▶５
月２日(月)13:00〜15:00 参加
費▶2,500円 定員(抽選)▶15人
④親子で草木染め体験 対象は小
学生以上の親子。春の野草でバン
ダナを染めます。日時▶５月３日
(火)13:00〜15:30 参加費▶１人
1,000円 定員(抽選)▶６組
⑤リンゴの摘花作業とオカリナの
ミニ演奏会 近くのリンゴ園内で
の作業と演奏会。
日時▶５月８日(日)10:30〜12:00
参加費▶500円 定員(抽選)▶15人
⑥初学者のための菅江真澄
江戸時代の紀行家･菅江真澄を学
びます。日時▶５月11日(水)10:00
〜11:30 定員(抽選)▶15人

ボタニカルキャンドル作り

中央家庭教育学級

ドライフラワーなどの天然素材の
物を入れて固めたキャンドルを作
ります。対象▶19歳以上のかた
日時▶５月20日(金)13:30〜16:00
会場▶サンライフ秋田
受講料▶2,000円 定員▶８人
申込▶４月16日(土)10:00からサ
ンライフ秋田☎(863)1391

子育てに関する学習会やバスに
よる移動学習(夏休み親子陶芸教
室、夏休み親子移動学習)を行い
ます。材料費などは実費負担。
対象▶中央地域に住む小学生の保
護者 日時▶６月３日(金)から８月
19日(金)までに４回、10:00〜
11:30 会場▶中央市民SC洋室４
(市役所３階)ほか 先着▶12人
申込▶４月18日(月)9:00から中央
市民SC☎(888)5654

テルサの料理教室(５月開催)
時間は10:00〜13:00。会場は
秋田テルサ。申し込みは、４月
18日(月)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)
①四角い抹茶あんぱんと
ダークチェリーマフィン
12日(木)、2,000円、12人
②簡単パエリアと
オレンジ入りキャロットラペ
18日(水)、2,200円、16人
＊ラペ＝千切り、細切り
③男子厨房に入る･チキン南蛮
28日(土)、1,500円、16人

南部ふれあい学級
家庭教育の充実のため
に、さまざまな視点か
ら専門家の講話などを
通して学びます。
対象▶小･中学生の保護者
日時▶５月18日(水)と６月から11
月までの原則第１水曜、10:00〜
11:30 会場▶南部市民SC別館
先着▶15人
申込▶４月18日(月)9:00から南部
市民SC別館☎(853)5735

手話奉仕員養成講座
手話による意思疎通支援を行うボ
ランティアを養成し
ま す 。 対 象 ▶初 め て
手話を学び、将来手
話奉仕員としての活
動をめざす高校生以
上 の か た 日 時 ▶５
月11日(水)から来年１月25日(水)
までの月･水曜に45回、18:30〜
20:30 会場▶県社会福祉会館(旭
北) テキスト代▶3,500円
定員(抽選)▶20人
申込▶往復はがきに、住所、氏名
(ふりがな)、電話番号、受講理由
を書いて４月25日(月)(必着)まで、
〒010-0976 八橋南一丁目８-２
秋田市老人福祉センター内
秋田市身体障害者協会
問▶☎(866)1341

ありがとうの手話

▼ 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

要約筆記者養成講座(手書き)
聴覚に障がいのあるかたをサポー
トするための要約筆記を学びま
す。受講要件など、詳しくはホー

アカショウビンは森林に生息するカワセミの仲間で、その燃えるような赤いくちばしと体から｢火の鳥｣の異名があるのだ

表紙の
とか。エネルギーあふれる力強い姿に思わず目が釘付けになりますね。ちなみに、広報担当のイチオシ写真は、モフモフの
はなし
白い羽根をまとい、雪積もる小枝に乗っかる愛らしい表情の｢シマエナガ｣です♥ こちらはぜひ会場でご覧ください！
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広報あきた

2022年４月15日号

