
ボランティア募集

５/21(金)�５/25(火)

●歯周疾患検診・骨粗しょ
う症検診を受けましょう

●市民リポーターが紹介
千秋美術館コレクション展

５/26(水)�６/１(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●５/30(日)午前７時30分～ ABSおはよう秋田市長です「最新の市政情報」

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
］●住宅用火災警報器を設置しましょう●水道ふれあいフェアを開催

●「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25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。

●秋田歳時記～地口絵灯籠祭
●市民リポーターが紹介
秋田のものづくり
～秋田エルピーダメモリ㈱

市では、秋田市産の野菜７品目を中心に「秋田七

野」としてブランド展開していきます。誕生祭とし

て、お披露目イベントを開催！ みんな来てね。

秋田七野事務局☎(836)3900
(株式会社バウハウス内)

問い合わせ　

秋田七
な な

野
や

誕生祭

秋田市民交流プラザ管理室☎(887)5310

５月30日(日)

アルヴェ１階きらめき広場 入場無料

アルヴェ
バンド博覧会

22001100弥生時代を体験！

小学生以上が対象(小学４年生以下は保護者同伴)。
親子歓迎。地蔵田遺跡の竪穴式住居で、かやぶき屋根
の差しかやと火おこしを体験！ 無料。先着20人。

５月29日(土) 

５月24日(月)午前８時30分から
文化振興室☎(866)2246

史跡地蔵田遺跡(御所野地蔵田)

午前９時30～11時30分

申し込み

６月13日(日)太
平
山
山
開
き
登
山

午前６時30分市役所前集合

小学生以上が対象です(小学生は保護者同
伴)。市役所からバス(秋田駅西口経由)で旭
又登山口へ。下山後はザ・ブーンで温泉入浴。
先着30人。小雨決行。申し込みは、５月24
日(月)午前８時30分から、参加費を持って市
役所３階の公園課へ。☎(866)2154

無料体験会�５月22日(土)・29日(土)、午後１時30分～
と午後３時～の１日２回開催。会場はアトリエももさ
だ。定員各10人。申し込みは、開催当日の午前11時
まで秋田公立美術工芸短大「アトリエももさだ」へ。
☎(888)8137(月曜日を除く午前９時～午後４時30分）

子どもアトリエ
絵本や染め物など、

もの作りを楽しく学ぶ
プチ美短生になろう！

小学５年・６年生(無料体験会も)対象

アトリエももさだ(新屋大川町12-3)会場

前期:６月～９月、後期:10月～１月
毎月４回(土曜日の午後１時間程度)

期間

入会金12,000円、月会費6,000円受講料

午前９時30分～５月29日(土) 
アルヴェ１階きらめき広場ほか

午前11時～午後６時

大人2,500円、中学生以下1,500円
(ザ・ブーン入浴料含む)

秋田七野�ホウレンソウ、チンゲンサイ、小松菜
ネギ、シュンギク、ブロッコリー、アスパラガス

アスパラガスの
アスパラだす

さまざまなアマチュアバンドがアルヴェで熱演！

問

ブロッコリーの
ぶろっこりん

●七野朝市…野菜・特産認定加工品販売など
9:30～12:00、１階きらめき広場で　
●七野カフェ…七野オリジナルメニューなど
11:30～17:00、４階洋室B・C1で　
●七野誕生会…講演会、若手農家の紹介など　
14:30～16:30、４階和室で

くくわ わ

無料体験は
見学自由！

20

秋田の「農」を消費者と生産者が一緒に学
ぶ講座です。会場は大町のイーホテル秋田ほか。受講
無料(一部実費負担)。

あきた市民農楽校

コース＝①食の安全・安心②農と食育③家庭菜園(畑
作)④農業体験(畑作)⑤野菜の加工保存(漬物)⑥花き・
草花栽培⑦グリーンツーリズム⑧米と米粉料理
５月28日(金)までNPO法人秋田バリアフリーネット
ワークへ。詳しくは同法人にお問い合わせいただく
か、ホームページをご覧ください。☎(853)7475
ホームページ http://www.akita-bf-town.net/bfn/bfc.html

申
し
込
み



太平山リゾート公園の一角に手作り
公園を作りませんか。活動は10月
まで月２回程度。花だん整備、花植
え、古代米の田植えと収穫など。会
員になったかたにザ・ブーンの入館
料が割引になる会員証をさしあげま
す。入会無料。定員30人。
●問い合わせ　クアドーム ザ・ブ
ーン☎(827)2301

６月20日(日)午後１時から協働大町
ビルで開催される、秋田市俳句人連
盟俳句大会に出品する俳句を募集し
ます。２句１組。投句料１組1,000
円。１人何組でも応募できます。
●申し込み 所定の用紙か便せん
に、俳句、郵便番号、住所、氏名、
俳号、電話番号、大会当日の出欠を
書いて、投句料を同封(定額小為替
か現金書留)し、５月25日(火)まで、
〒010-1617新屋松美ガ丘東町６-
９　加藤一弥さん☎(863)3560

次のかたが４月１日付けで法務大臣
から人権擁護委員に委嘱されまし
た。いじめや体罰、隣近所の問題な
どの相談に応じています。
■山本尚子さん☎(888)0621
■吉田明子さん☎(834)0950
■高井志津子さん☎(888)3020
■今野謙さん☎(831)1250

21 広報あきた　平成20年５月２日号

広報クイズ●広報クイズは、毎月第３
金曜日発行号に掲載。
正解者には、抽選で10人

に「図書カード1000円分」
をプレゼント！　
広報あきたや市政テレビ

番組の感想、気ままなひと
ことを添えて、ご応募くだ
さい。

在宅の子育て家庭にプレゼントされる
子育てクーポン券。クーポン券が利用
できるプランの数は全部でいくつ？

はがき、ファクス、Ｅメールに、答えと住
所、氏名(ふりがな）、年齢、電話番号を書
いて、５月31日(月)(必着)まで、
〒010－8560秋田市役所広報課
ファクス(866)2287
Ｅメール ro-plpb@city.akita.akita.jp

２

１
応
募
方
法

※答えは５月７日、21日号の｢広報あきた｣の記事中に！

213

中通、大町など中央地区の文化財、文
化施設を紹介するために作った「文化
財イラスト●●●」。●に入るのは？

※Ｅメールで応募するかたは、件名を「広
報クイズ」としてください。
※当選した際、氏名の掲載を希望しないか
たは、氏名と一緒にペンネームなどをお
書き添えください。

●４月16日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝「市」民リポーター 問２＝自主「防災」組織
応募総数135通、すべて正解でした。
当選者�大久保義勝(八橋)、佐々木恵(桜)、柴田美和子(新屋)、進藤弘子(将軍野)、成田小枝子(八橋)
広面T・T(広面)、深井トモ子(下浜)、もさもさライ(広面)、雪女(大住)、米川修(茨島) ＝敬称略＝

読者のひとことは
４～５ページで紹介！

案内
春の動物ふれあい
フェスティバル

６月６日(日) 午前９時～　

●ウオーククイズ　
●動物園の裏側探検
●ゾウさん堆肥(草食動物のふんで
作った堆肥)を先着200人に贈呈

●なかよしタイム(小動物とふれあい)
●まんまタイム(飼育員の解説付き)
●エサやり体験(１カップ100円)

入園料�500円　中学生以下無料　
＊年間パスポート1,200円

６月17日(木)・24日(木)

秋田市観光案内所前(JR秋田駅の新幹線改札口前)集合→
大森山動物園→秋田駅西口で解散

往復はがき(１通２人まで)に見学希望日、参加者全員の住
所、氏名、年齢、電話番号を書いて、６月２日(水)(必着)ま
で、〒010-8560秋田市役所市民相談室☎(866)2039
へ。電話、ファクス、Eメールでは受け付けません。

20歳以上のかたが対象。動物園職員によるガイドツアーのほか、園長に
よる動物園60年の歴史や将来構想の話も。就学前のお子さんと一緒の参加
はご遠慮ください。入園料500円(70歳以上無料)。定員各20人(抽選)。

申し込み

個人向け
大森山動物園を大人だけで歩こうテーマ

午前９時30分～午後零時30分

施設見学会

大森山動物園
☎(828)5508

動物園の思い出募集
８月に開催する「動物園60年特

別企画展」に展示する、動物園の
昔の写真や、動物園の思い出を書
いた作文(様式は自由)を募集しま
す。応募いただいたかたにはもれ
なく粗品をさしあげます。
※写真は返却しますが、作文は返却し

ませんのでご了承ください。

写真、作文に住所、氏名、年齢、電
話番号を書いて郵便かファクス、E
メールで６月30日(水)まで、〒
010-1654浜田字潟端154 大森山
動物園　ファクス(828)5509
Eメール ro-inzo@city.akita.akita.jp

応募方法

人権擁
じんけんよう

護委
ご い

員
いん

にご相談
そうだん

を

「なんかヤッペーの会
かい

」会員
かいいん

募
ぼ

集
しゅう

俳
はい

句
く

人連盟
じんれんめい

俳
はい

句
く

大会
たいかい

の俳
はい

句
く

募
ぼ

集
しゅう

問い合わせ　

大森山動物園へGO!
秋田に動物園ができて60周年

コース

広報あきた 平成22年５月21日号21


