
10代藩主・佐竹義厚から12代藩主・義堯まで
に焦点をあて、激動の幕末の秋田藩を紹介。
なお、佐竹史料館は、12月２日(月)から７

日(土)まで臨時休館します。

12/８(日) １/12(日)
午前９時～午後４時30分

佐竹史料館企画展

問い合わせ 佐竹史料館q(832)7892

観覧料 大人100円 高校生50円 中学生以下無料

「秋田藩主と家臣たち」後期展

アメリカ蒸気船之図

御物頭御番所が冬期休館 御物頭御番所は、12月１日(日)か
ら来年３月31日(月)まで冬期休館となります。
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BBookook
図書館の読書案内
中央図書館明徳館q(832)9220
土 崎 図 書 館q(845)0572
新 屋 図 書 館q(828)4215
※市立図書館の蔵書が、インターネ
ットで検索・予約できます。新着
図書の一覧もあります。貸出希望
図書館の指定も可。検索・予約は
無料。お気軽にご利用ください。

http://www.city.akita.akita.jp/

風車のある風景

野村卓史/著　出窓社

11/22(金) 11/26(火)
ABS 秋田市だより

月～金
土
午前10時25分～
午後 ３時55分～　

AKT 花時計からのたより
月～金
日
午前11時25分～
午前 ８時55分～　

AAB ハローナウあきた
月～金　午前10時55分～　　

５
分
間
番
組

11/27(水) 12/３(火)

●秋田市文化章受章者

●秋田藩主と家臣たち
～佐竹史料館～

●ウェルビューいずみオープン

15
分
間

放送番組の詳しい日程は、
広報課へどうぞq (866) 2034

日本に500基以上も設置されている風
力発電の中から、代表的な風車24景を写
真で紹介。風の吹く理由や風車の仕組み
などもわかりやすく解説しています。

●11/24(日) 7：30～ ＡＢＳ けやきの街から　「市長が語る最近の市政と除排雪事業」
●12/１ (日) 7：15～ ＡＫＴ 秋田市ほっと情報「ウェルビューいずみの紹介」

タネはどこからきたか

鷲谷いずみ/文　埴沙萌／写真　山と渓谷社

飛ぶ・はじける・流される。そして動物
を利用して世界を旅するタネ。その大冒
険と生命の不思議が、読む人をみごとな知
恵と技に満ちたタネの世界へと誘います。

聲のさざなみ
道浦母都子/著　文化出版局

染織家の志村ふくみ、書道家の篠田桃
紅、作家の原田康子や大庭みな子など、
色や墨、ことばなどで独自の世界を切り
拓いている10人の女性たちへのインタビ
ューです。

テレビ
ガイド

秋田管工事業組合員を対象に、秋田市
火災予防条例改正の説明会を行います。
とき／12月18日(水)午前９時30分～11時
50分　ところ／文化会館　会費／無料
●申し込み 12月13日(金)まで市消防本部
予防課危険物係q(823)4247

事業(農業を除く)を行っている青色申告者
を対象に、決算説明会を開催します。
とき／㈰12月11日(水)午前10時～　
㈪12日(木)午前10時～、午後１時30分～
㈫13日(金)午前10時～、午後１時30分～
ところ／㈰は土崎公民館、㈪㈫は文化会館
●問い合わせ
秋田南税務署q(833)5264
秋田北税務署q(845)1753

法律、相続、サラ金などの相談に菊地修、
猪野節子弁護士、司法修習生が応じます。
とき／12月16日(月)午前10時～正午
ところ／市老人福祉センター
●申し込み 11月27日(水)午前９時から市
社会福祉協議会ふれあい福祉相談センタ
ーq(863)6006

ストーマ(人工肛門、人工膀胱)を装着し
ている人が対象の相談会です。
とき／土日を除く12月２日(月)～９日(月)
ところ／市立病院痴呆疾患センター
●問い合わせ 市立病院医事課医療相談
担当q(823)4171

「人権週間(12月４日～10日)」にちなみ、
12月７日(土)、秋田ステーションデパート
トピコに人権相談所を開設します。
●問い合わせ　秋田地方法務局人権擁護
課q(862)6531

案　内

12月１日(日)から

冬の秋田市を満喫できるバスツアー。
酒蔵見学やきりたんぽづくりなど秋田
ならではのコースを観光バス｢スノード
リーム号｣でご案内します。

２月1日(土)～28日(金)
秋田駅東口出発13：00
秋田駅西口到着17：00

大人1,800円　小学生900円　幼児無料
(全席予約制となります。お早めにお申し込みを！)

◆下記の３コースの中から、左のコー
ス日程を参考にお選びください。
●酒蔵【高清水】コース
●酒蔵【銀鱗】コース
きりたんぽ作り体験コース

12月１日(日)から予約受付開始、秋田中央交通(株)観光センター
q(823)4414またはq(823)2788

酒蔵【高清水】
コース

秋田駅東口発～酒蔵見学(高清水)～大森山動物園(冬
の鍋体験/きりたんぽ)～ねぶり流し館(竿燈体験)～
秋田駅西口着

きりたんぽ作り
体験コース

秋田駅東口発～まるごと市場(きりたんぽ作り体験)
～大森山動物園見学～ねぶり流し館(竿燈体験)～秋
田駅西口着

酒蔵【銀鱗】
コース

秋田駅東口発～大森山動物園(冬の鍋体験/きりたん
ぽ)～酒蔵見学(銀鱗)～ねぶり流し館(竿燈体験)～
秋田駅西口着

申し込み

●茨島体育館…12月９日(月)、12日(木)、16日(月)
申し込みは体育課q(866)2247

●西部体育館…12月３日(火)、10日(火)、17日(火)
申し込みは体育課q(866)2247

●土崎公民館…12月４日(水)、11日(水)、18日(水)
申し込みは土崎公民館q(846)1133

●北部公民館…12月１日(日)、８日(日)、15日(日)
申し込みは北部公民館q(873)4839

●東部公民館…12月２日(月)、４日(水)、９日(月)
申し込みは東部公民館q(834)2206

●南部公民館…12月３日(火)、４日(水)、５日(木)
申し込みは南部公民館q(832)2457

定 員

時 間

参加料

各先着20人
午後７時～８時30分

500円(保険料などを含む)

赤字のコース パソコン初心者が対象
黒字のコース　文字入力・マウス操作の

できるかたが対象

ＩＴ講習

往復はがきに申し込み番号(１つのみ)、住所、氏名、年齢、電話番
号、今年度受講済みの施設・コース名を書いて、11月30日(土)(当
日消印有効)まで、受講希望施設あてにお申し込みください。将軍
７(将軍野高齢者学習センター)をご希望のかたは、土崎公民館
q(846)1133にお申し込みください。定員は各10人(中公17のみ７
組)。応募者多数の場合は抽選(新規受講者を優先)となります。

申
し
込
み
方
法
・
定
員

申
し
込
み
先
・
問
い
合
わ
せ

ＩＴ講習で無料で講師のアシスタントをしてくださるボラン
ティアを募集しています。パソコンの基礎技能を習得してい
るかたが対象。申し込みは生涯学習室q(866)2245までどうぞ

女性＝女性学習センターq(832)2191
中公＝中央公民館q(824)5377
東公＝東部公民館q(834)2206
南公＝南部公民館q(832)2457
北公＝北部公民館q(873)4839
明徳＝中央図書館明徳館q(832)9220
土図＝土崎図書館q(845)0572
新図＝新屋図書館q(828)4215

〒010-0022楢山南中町1-9
〒010-0974八橋運動公園1-2
〒010-0041広面字釣瓶町13-3
〒010-0062牛島東六丁目4-5
〒010-0146下新城中野字前谷地263
〒010-0875千秋明徳町４-４
〒011-0946土崎港中央六丁目16-30
〒010-1632新屋大川町12-26

パソコンの
ボランティアを
募集しています

生き生き健康スポーツ教室

ミニテニスは、直径12～
15�のビニール製のボール
を使い、バドミントンのコ
ートで楽しむ気軽な生涯ス
ポーツです。初心者のかた
(学生は除く)大歓迎。申し込
みは11月25日(月)からです。
お近くの会場でどうぞ。
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運行期間

●２人でTry！
パパ・ママレッスン

●土崎公民館の催し

●講座「ふたりでクック」

ネ�

（文書作成）�
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無料

▼

▼

スポーツの魅力
国体開催内定記念講演会

「スポーツの魅力」についてＮＨＫ
チーフ・アナウンサー(大相撲やマラ
ソン、競馬などを担当)の藤井康生さ
んが講演。入場無料。直接会場へ。

11月30日(土)午後１時30分～
アキタパークホテル

市国体準備室q(866)2830問い合わせ


