
千秋美術館で開催した絵画や写真、工芸など
の展覧会の図録48種を特別料金で販売していま
す。この機会にぜひお買い求めください。

◆千秋美術館◆

午前10時～午後６時

平成16年度から19年度までの購入・寄贈コレ
クションを一堂に紹介しています。12月23日（火）
まで、午前10時～午後６時。観覧料一般300円、
高・大学生200円、中学生以下無料。

佐竹史料館企画展

秋田藩主と家臣たち

午前９時～午後４時30分
12月14日(日)～３月８日(日)

秋田藩の50数年間に焦点を
当て、逼迫

ひっぱく

した藩財政やそれ
にまつわる銀札発行事件など
の出来事と、その時代に活躍
した著名な家臣や人物を資料
とともに紹介します。

一般100円 高校生50円
中学生以下無料

常設展

※12月８日(月)から13日(土)まで臨時休館します。

秋田藩宝暦の銀札
(銀百目)

ボランティア募集
12/５(金) 12/９(火)

●きずなの秋「まんたらめで
きりたんぽ作り」ほか
●市民レポーターが紹介
～シェイプアップボクシング

12/10(水) 12/16(火)月～木 午前10時30分～

水 午後10時54分～

テレビ
ガイド

15
分 ●12/28(日)午前７時30分～ ABSおはよう秋田市長です「平成20年を振り返る」

AAB おはよう秋田市から

ABS こんにちは秋田市から

５
分
間
テ
レ
ビ
番
組 AKT こんばんは秋田市から

詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
☎(866)2034

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 午後 ５ 時55分～
毎週火 午前10時30分～ラジオ

］●水道の凍結防止●秋田ほっとHOTクリスマスフェスタ開催
●「広報あきた」からエフエム椿台 午後スタ 毎週水 午後 2 時00分～

金 午前11時20分～
土 午前11時40分～
日 午前11時55分～

※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。

●秋田でモノづくり
●雄和萱ケ沢番楽
●市民レポーターが紹介
～カーリングを体験！

千秋美術館☎(836)7860問い合わせ

４代藩主義格
よしただ

から７代藩主義明
よしはる

まで

佐竹史料館☎(832)7892問い合わせ

郷土の版画家・勝平得之に年賀状を出そう！ 題材は自由。
年賀状かはがきの裏に、自作の版画作品を刷って送ってくださ
い。作品は１月17日(土)から２月15日(日)まで赤れんが郷土館
に展示し、来館者の審査で入選作品を決定します。
募集区分 小学１年～３年生の部

小学４年～６年生の部

作品を刷ったはがきの表に、住所、氏名、電話番号、学校名、
学年を書いて、１月11日(日)まで、〒010-0921大町三丁目
３-21赤れんが郷土館「勝平得之」係 ☎(864)6851
※応募作品は返却しません。

新年に歳神を迎える門松。本物の竹や松を使って、ミニチ
ュアの門松を作ります。定員20人(応募多数の場合は抽選)。
申
し
込
み

往復はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、
12月12日(金)(必着)まで、〒010-0921大町一丁目３-
30 民俗芸能伝承館☎(866)7091

12月26日(金)
民俗芸能伝承館(ねぶり流し館)

午前10時～正午

材料費 600円

新
春
を
飾
る

ミ
ニ
門
松
づ
く
り

申
し
込
み

版の種類 木、いも、ゴムなど
(プリントごっこなどの機械印刷は除く)

図録フェア

雛
ひ な

と調度と衣装展

「新収蔵品展」を23日(火)まで開催中！

会場

日時

12月23日(火)まで

応募しよう
！▲

▲

▲ ▲
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広報あきた 平成20年12月５日号

車いすのかたと健常者がダンスを楽
しむチャリティーパーティーです。
内履きを持って直接会場へどうぞ。
日時／12月14日(日)午後１時～３時
会場／県社会福祉会館(旭北栄町)
参加費／500円(車いす使用の障害
者、60歳以上のかたは無料)
●問い合わせ NPO法人車椅子レク
ダンス普及会の嶋崎さん

☎090-2845-8782

小・中学生と一緒に朗読と音楽を楽
しみます。直接会場へどうぞ。
日時／12月21日(日)午後２時30分～
４時30分 会場／ジョイナス多目的
ホール 入場料／無料
●問い合わせ 明徳館こんわ会の宮
田さん☎(831)4072

ノースアジア大学、秋田栄養短大、
明桜高校の各吹奏楽部と秋田吹奏楽
団によるコンサート。入場無料。
日時／12月27日(土)午後１時30分～
４時 会場／秋田県民会館
●申し込み ノースアジア大学総合
研究センター☎(836)6592

出張ふれあい福祉相談 電話や面接
で心配事の相談に応じます。
日時／12月10日(水)午前10時～午後
２時 会場／河辺総合福祉交流セン
ター 相談電話☎(881)1205
特許相談会 発明の特許、実用新案
などの相談に弁理士が応じます。
日時／12月12日(金)・19日(金)、午前
10時～午後４時 会場／県庁第二庁
舎３階 申し込み／(社)発明協会秋田
県支部☎(824)4282
年末法律相談 法律、相続などの相
談に佐藤隆太弁護士、高橋重剛弁護
士が応じます。先着12人。
日時／12月15日(月)午前10時～正午
会場／市老人福祉センター
申し込み／12月９日(火)午前10時か
ら市社協ふれあい福祉相談センター
☎(863)6006(電話でのみ受け付け)

申
し
込
み

12月13日(土)午前10時からサンラ
イフ秋田へ(先着順）。直接窓口で
も受け付けます。☎(863)1391

たのしいエアロビクス
(25歳以上)

１月９日(金)から３月13日(金)ま
での毎週金曜日、18：30～19：45 8,400円 25人

１月７日(水)から３月18日(水)まで
の毎週水曜日、18：00～19：15 8,400円 25人サン・エアロ

(25歳以上)
ミディアムエアロ

(25歳以上)

１月16日(金)から３月20日(金)ま
での毎週金曜日、10：30～11：45 8,400円 20人

１月９日(金)から３月13日(金)まで
の毎週金曜日、10：00～11：15 8,400円 25人

ピラティス＆ダンベル
体操 (20歳以上)

1月10日(土)から３月14日(土)まで
の毎週土曜日、10：00～12：00 9,450円 26人やさしい社交ダンス

(Step1) (20歳以上)
9,450円
(別途教材費あり) 15人

パッチワーク(初級)
(20歳以上)

教室名(対象) 日程 受講料 定員

サンライフ秋田
運動と趣味の教室

１月８日(木)から３月12日(木)まで
の毎週木曜日、10：00～12：00

トータルフラワーアレ
ンジメント (20歳以上)

4,720円
(別途教材費あり) 15人

１月８日(木)から３月５日(木)まで
の隔週木曜日、18：30～20：30
１月10日(土)から３月14日(土)ま
での毎週土曜日、18：00～20：00 7,560円 20人(20歳以上)

8,400円 20人運動不足な人の教室①
(20歳以上の女性)

１月10日(土)から３月14日(土)ま
での毎週土曜日、10：30～11：45

心と身体の太極拳
(20歳以上) 8,400円 20人１月６日(火)から３月10日(火)まで

の毎週火曜日、19：00～20：30

23日(火)
中央街区商店街と学生たちが一緒になって、みんなが“ほっと”する

手作りのクリスマスイベントを開催します！

実行委員会の大島さん
☎070-6493-6168

車
くるま

いすレクダンスパーティー

★屋台村・オリジナルグッズ販売
★クリスマスステージ
22日 16:00～21:00
23日 10:00～17:00

★灯り制作ワークショップ
22日 15:00～20:00
23日 13:00～20:00

★手作り楽器でミニコンサート
23日 ①11:30～②15:00～

★手形アート(大屋根下)
来場者の手形でツリーを装飾
22日 16:00～21:00
23日 10:00～17:00

★ワークショップで制作したミ
ニツリーで駅前を飾ります

①婦人会館跡地会場 ②アトリオン

③秋田駅前

催し物

案 内
無
む

料
りょう

相談
そうだん

へどうぞ

ニューイヤーコンサート

朗読
ろ う ど く

と音楽
お ん が く

のつどい

午後 ４時～午後９時
午前10時～午後９時

12月22日(月)

問い
合わせ

謡曲

運動不足な人の教室②
(20歳以上の女性) 8,400円 20人

１月８日(木)から３月12日(木)まで
の毎週木曜日、18：45～20：00

クリスマスイルミネーションで彩
られた仲小路を歩いてみませんか
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