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仕事をする前に、教材代、登録料、保証金
などの名目で高額な代金を支払わなければな
らない場合は注意が必要です。提供される仕
事の内容や経費は書面で詳しく確認を。
また、「内職商法」は、20日間のクーリン

グ・オフ(無条件解除)が認められています。
契約をした後でも、おかしいと思ったらす
ぐに消費者センターにご相談ください。

このような被害にあわないために

「「内内職職商商法法」」ににごご注注意意！！
「内職商法」は、在宅で仕事ができる手

軽さと、高収入が得られることをうたい文
句に勧誘されますが、実際はほとんど収入
にならず、逆に高額な商品を買わされたと
う相談が増えています。

消費生活相談は

秋田市消費者センター
tel(866)2016

…「簡単な試験に合格すれば、自
宅のパソコンを使ってできる仕事がある」と
勧誘され、「仕事に必要」と言われたパソコ
ン一式と教材を購入するクレジット契約を
結びました。しかし、何回試験を受けても
合格せず仕事がもらえません。収入どころ
かクレジット返済に追われていますー

シリーズ⑥

11/28(金)▼12/２(火)
●市文化章受賞者の紹介①

●みんなの手で地蔵田遺跡
の復元を！

●子育てきらめきメッセ

12/３(水)▼12/９(火)
月～金　午前10時55分～

月～金　午後３時50分～
土 午後３時55分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

●市文化章受賞者の紹介②

●サンパル秋田オープン！

●秋田の民俗芸能～秋田万歳

15
分 ●11/30(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「秋田市の国際交流」

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
te l (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54分～
毎週火　午前10時30分～

ラジオ
］●12月１日、スノードリーム号予約開始●秋田市消費者センターからのお知らせ

秋田コミュニティ放送　市長と一緒 毎週火　午前９時00分～

…「チラシを配るだけで収入が
ある」という広告を見て電話したら、「仕
事をするには、代理店委託契約が必要」と
のこと。契約金は高額でしたが、「収入か
ら支払えば大丈夫」と説得され契約しまし
た。しかし、収入は月数千円にしかなら
ないため解約を申し出たところ、高額な
解約料を請求されましたー

相談事例①

相談事例②

12月１日(月)
予約受付開始！

　�
大人1,800円 小学生900円 小学生未満無料

２月限定！ バスで市内観光地巡り

酒蔵見学【高清水】コース…○印が運行日

秋田駅東口→酒蔵見学(高清水)→冬の大森山動物園見学(きりた
んぽが食べられるよ！)→ねぶり流し館(竿燈体験)→秋田駅西口

秋田駅東口→酒蔵見学(新政)→冬の大森山動物園見学(きりたん
ぽが食べられるよ！)→ねぶり流し館(竿燈体験)→秋田駅西口

秋田駅東口→まるごと市場(きりたんぽ作
り)→冬の大森山動物園見学→ねぶり流し館
(竿燈体験)→秋田駅西口

予約
申し込み

12月１日(月)から秋田中央交通観光セ
ンターtel(823)4414

秋田駅東口９：15発　秋田駅西口12：45着

酒蔵見学【新政】コース…△印が運行日

きりたんぽ作り体験コース…□印が運行日

３
つ
の
コ
ー
ス
か
ら
選
べ
ま
す

きりたんぽ作り体験

12月13日(土)午前９時30分～午後３時
太平山自然学習センターまんたらめ

自然観察
冬支度をする動植物を見てみよう！

小学５年生以上(４年生以下は保護者同伴で)対象

定員 先着30人

持ち物

参加費 1,600円(昼食代、材料費込)

自然観察に適した服装・はきもの、雨具
リース用の飾り(自分で用意できるもの)

申し込み 太平山自然学習センターtel(827)2171

クリスマスリース作り

▼▼
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「星の金貨」「クリスマスの12日」
など。入場無料。直接会場へどうぞ。
とき／12月６日(土)午後２時30分～３
時30分　ところ／アトリエももさだ
●問い合わせ 新屋図書館

tel(828)4215

大学生・高校生による手作りコン
サートです。入場無料。
とき／12月20日(土)午後２時～４時
ところ／土崎公民館
●申し込み 12月15日(月)まで土崎
公民館tel(846)1133

秋田混成合唱団による「アヴェ・
マリア」などをお楽しみください。
入場料500円(小学生以下無料)。
とき／12月６日(土)午後４時開演　と
ころ／広小路のカトリック秋田教会
●問い合わせ 秋田混成合唱団事務
局の押切さんtel(846)3678

曲目は「マーチ・グリーンフォレ
スト」「ホワイトクリスマス」など。
とき／12月13日(土)午後２時30分開
場　ところ／県民会館　
入場料／400円(小学生以下無料)
●問い合わせ 秋田大学吹奏楽団の
齋藤さんtel090-7664-2334

地域作業所「ぴぐれっと」で、ハ
ンディキャップを持つ人たちが自立
をめざす姿を追うドキュメンタリー
映画。前売り800円(当日1,000円、小
中高生500円)。
とき／12月７日(日)午前10時30分～、
午後２時～の２回　ところ／遊学舎
●問い合わせ 上映する会の折原さ
んtel090-7322-5863

憲法に男女平等を書いたベアテ・
シロタ・ゴードンを主人公に、憲法
が作られる課程を描いたお芝居。一
般3,500円、高校生以下2,000円。
とき／12月11日(木)午後６時30分開
演　ところ／文化会館
●問い合わせ 同公演実行委員会の
佐藤加代子さんtel(863)5686

“君がアーティスト！社会参加に向けて踏み出せ一歩”

12月4日(木)・5日(金)・6日(土)
アトリオン地下イベント広場・音楽ホール

障害のあるかたの美術工芸作品を展示す
る「障害者福祉展」や女優・石井めぐみさん
の講演会など。入場無料。お気軽にどうぞ。

13：00～13：30 オープニングセレモニー/４階音楽ホール
13：30～15：00 女優・石井めぐみさんの講演会/４階音楽ホール

テーマ「やさしい街・やさしい人」
15：00～16：00 全盲の電子オルガニスト・大島彰さんコン

サート/４階音楽ホール

14：45～16：00 フォルクローレバンド「ベル・ビエントス」
ミニコンサートなど/地下イベント広場

10：00～14：30 障害者施設などで制作した手工芸品の販売
(６日も開催)/地下イベント広場

15：00～15：30 エンディングセレモニー、障害者福祉展入
賞者表彰など/地下イベント広場

問い合わせ
心いきいき芸術・文化祭実行委員会事務局
tel(864)2780 ファクス(864)2781

石井めぐみさん

日(木)

日(土)

日(金)

障害者福祉展４日(木)13：30～５日(金)９：00～６日(土)９：00～

佐竹史料館企画展

佐竹義宣文書資料展
戦国の動乱から秋田に転封となり、近世秋田の基礎

を築いた初代秋田藩主佐竹義宣の書簡を紹介します。

12月14日(日)▼１月25日(日)
開館時間午前９時～午後４時30分
一般100円 高校生50円 小・中学生無料

問い合わせ 佐竹史料館tel(832)7892

※佐竹史料館は展示準備のため、12月８日(月)
から13日(土)まで臨時休館します。

佐竹義宣

催し物
クリスマスおはなし会

かい

土崎公民館
つちざきこうみんかん

のクリスマスライブ

チャリティクリスマスコンサー
ト

秋
あき

田
た

大学吹奏楽団演奏会
だいがくすいそうがくだんえんそうかい

「ぴぐれっと」上
じょう

映会
えいかい

「真珠
しんじゅ

の首飾
くびかざ

り」公演会
こうえんかい

▼
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12月７日(日) 午後１時30分開場
文化会館大ホール
一般・大学生1,000円(当日1,200円)
小・中・高校生500円(当日600円)

曲目
E.グリーグ／ペールギュント第１・第２組曲より
A.ブルックナー／交響曲第４番変ホ長調「ロマンティック」

江上孝則 磯崎陽一(東京ニューフィルハーモニック)

問い合わせ 平良木さんtel(837)8506

指揮者 コンサートマスター

前売り…ステーションデパート・トピコ、秋田ニューシティ、
イオン秋田ショッピングセンターほか

演奏時間１時間を越えるロマン派の名曲「ロマンティック」に
秋田市管弦楽団が挑みます。秋田初演です。


