
10/22(金) 10/26(火)

●ホータル会の活動
●みんなで作ろう！

弥生っこ村
●秋田初！
アメフトチームの挑戦

10/27(水) 11/２(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

●旧町名物語～職人の町
●アルヴェでサイエンス
～自然科学学習館へ行こう
●大森山・塩曳潟の

水辺生物を守ろう

15
分 ●10/31(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「合併に向けて～雄和町の観光スポット紹介」

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
t e 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
］●建都400年記念特別展示

「佐竹本三十六歌仙」
●美短グループ展「エキシビタン04」

秋田コミュニティ放送　市長と一緒 毎週火　午前 ８ 時15分～
エフエム秋田 ふれあい情報 月～土　午前10時55分～
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悪悪質質商商法法にに対対すするる
法法律律がが改改正正さされれまますす

さまざまな手口で迫ってくる悪質商法
に対応するため、訪問販売など消費者ト
ラブルを生じやすい特定の取り引きのル
ールを定めた「特定商取引法」が、11月
11日から改正・強化されます。

消費生活相談は

秋田市消費者センター
tel(866)2016

シリーズ⑯

「無料で点検
．．
します」など

と言って家にあがりこみ、点検した後に
不安をあおって、高額な工事や商品を
「契約」させます。…住宅リフォーム、床
下換気扇、浄水器などの契約

工事や商品を契約させるのが目的な
のに、「点検」という名目で訪問した場合、
契約を取り消すことができます。

■改正のポイント

電話などで販売目
的を告げずに「懸賞に当たった」など、う
その口実で若者などを事務所やホテルに呼
び出して高額商品を契約させます。

高額な商品を契約させるのが目的なの
に、うその口実で呼び出して契約をした場
合、契約を取り消すことができるとともに、
販売業者は罰則の対象となります。

訪問販売をする際には、販売目的の
訪問であることをまず明示するよう
義務づけ

例:点検商法

販売目的を隠して、個室などに誘い
込んで勧誘することを罰則をもって
禁止

しつこい勧誘などで仕方なく契約し
てしまいお困りのかたは、早めに消
費者センターへご相談ください。

秋田市建都400年記念

市民大学講座

11月20日(土)～12月18日(土)の毎週土曜日に５回、午後１時30分～３時

◆佐竹氏を支えた女たち
◆秋田藩における画流

とき

郷土史研究家の伊藤武美さんが、平
安末期から明治維新まで、佐竹氏を
支えてきた女たちの実像や、秋田蘭
画と佐竹本三十六歌仙の歴史的な背
景についてお話しします。受講無料。

ところ

10月25日(月)から生涯学習室tel(866)2245
サンパル秋田

～秋田蘭画と佐竹本三十六歌仙絵巻～

定員 先着50人

申し込み

会場は秋田公立美術工芸短大のアトリエももさだ。
いずれも初心者が対象です。ただし、④はMacをお持

ちのかた、⑦は高校生以上が対象。

開始日の７日前までアトリエももさだ t e l (888)8137
(月曜を除く午前９時～午後４時)

申し込み(応募多数の場合は抽選)

１�

２��

例:アポイントメントセールス

▲
▲

▲ ▲

11月３日(水)
午後１時30分～４時30分
伝統芸能、バトントワリン
グ、ヤートセ、吹奏楽など

11月11日(木)～14日(日)
午前９時～午後４時30分
(最終日は午後４時まで)

ステージ発表の部 大ホール

作品展示の部 地下展示ホール

中学校文化
フェスティバル

学校教育課tel(８６６)２２４４

市内の中学校の文化の祭典！
会場は文化会館。入場無料。

10月30日(土)午前10時～午後３時
アルヴェ１階きらめき広場
■お菓子、くだものなどの重さを
当てれば、賞品をプレゼント！
■正しい計り方、計量単位などの
パネル展示
■血圧・体脂肪などの測定コーナー
■清涼飲料水の糖度検査

問い合わせ

秋田市計量検査所tel(866)2074

計量イベント
11月１日は計量記念日
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ふれあい無料法律相談 11月15日(月)
午前10時～正午、市老人福祉センタ
ーで。法律、相続などの相談に柴田
久雄弁護士が応じます。先着６人。
申し込みは10月27日(水)午前９時から
市社協ふれあい福祉相談センターへ。
tel(863)6006(電話でのみ受け付け)
登記相談 11月７日(日)午前10時～午
後３時、文化会館で。土地家屋調査
士が、土地・建物の測量、土地の境
界、登記手続きなどの相談に応じま
す。秋田県土地家屋調査士会秋田支
部tel(865)3576 調停相談会 11月12
日(金)午前10時～午後３時、秋田簡易
裁判所（山王七丁目１－１）で。家庭
内の問題、土地・建物・金銭のもめ
ごとなどの相談に応じます。秋田調
停協会tel(824)3121

問い合わせは市体育協会事務局へ。
tel(896)5331

武術太極拳 11月21日(日)午前10時
～、県立武道館で。参加無料。申し
込みは11月５日(金)まで加藤洋子さん
tel(846)8886 ラグビーフットボール
11月28日(日)午前９時～、土崎体育

館で。参加料１チーム100円。申し込
みは11月18日(木)まで鎌田照平さん
tel(827)2171

案 内

11月７日(日)10：00～16：00
御所野イオンセントラルコート

消防本部予防課tel(823)4247

●幼年消防クラブの防火演技
●救急救命手当の実演
●制服を着て無料プリクラ撮影
●住宅用消火器、火災警報器など
が当たる抽選会　など

秋田市消防設備協会が、防災展の会
場で古い消火器を回収します。廃棄
料１本500円。

秋田市防災展

古い消火器を回収

11月７日(日)９：00～12：00
秋田消防署

秋田消防署予防担当tel(823)4100

●消防署内・指令室見学　
●放水体験
●レスキュー体験
(プレゼントあり) など

11月７日(日)９：00～12：30

中学生が放水訓練、心肺蘇生法など
を体験！ 一般のかたもご覧いただ
けます。詳しくは土崎消防署へ。

土崎消防署外旭川出張所tel(845)0285

みんな集まれ！
チャレンジ消防体験

中学生１日消防士体験

消
防 のイベントにおいでよ！

無
む

料
りょう

相談
そうだん

へどうぞ

市
し

民
みん

スポーツ祭
さい

参
さん

加
か

者
しゃ

募
ぼ

集
しゅう

●お茶会 10:30～14:00
●生涯学習相談 10:00～15:00
●作品展示 10:00～16:00

(最終日は15時まで)
●チャリティーバザー 11:00～
●サークル体験(着付け) 14:00～
●チャリティーダンスパーティー

18:00～20:00
●演芸発表11:00～
●開館１周年記念行事11：00～
…河辺、雄和町公民館を含む各公
民館利用団体の活動発表、寸劇

29日

31日

30日

３日間

サンパル秋田まつり
10月29日(金)・30日(土)・31日(日)
大町の秋田ニューシティ５階

◆中央公民館
◆女性学習センター
◆青少年センター
tel(８２４)５３７７

サンパル秋田まつり

▲

▲

▲

▲

▲

11月13日(土)
14日(日)

午前10時～午後６時

アルヴェ１階きらめき広場

秋田県菓子工業組合tel(８６５)３５３６問い合わせ

●地産地消 お菓子コンテスト 秋田産の野菜や果物などを使
って、お菓子を創作してください。申し込みは、応募用紙で10月
30日(土)まで秋田県菓子工業組合へ。詳しくはお問い合わせを。

★お菓子バイキング10:30～16:30(14日は15:30まで)
和菓子、洋菓子30分間食べ放題！　ソフトドリンク付き。
大人1,000円、小学生以下・65歳以上500円

★手作り体験教室…和菓子コース・洋菓子コース
小学４年生から参加できます。参加費500円

★お茶席コーナー 抹茶と上生菓子。茶券300円

午前10時～午後４時

毎日先着200人に紅白饅頭をプレゼント

県内の甘味処が勢揃い！　スイーツ大好きのあなたには見逃
せないイベントです。お菓子バイキングのほか、お菓子文化を
探るパネル、秋田藩政時代の和菓子再現など。みなさんでどう

秋田市農林商工フェア実行委員会事務局(農政課内)tel(８６６)２１１５

茨城県常陸太田市・金砂郷町・水府
村・里美村・大子町の農畜産物と特

産品。秋田市・河辺
町・雄和町の新鮮野菜、
牛肉・豚肉、くだもの、
花、米加工品など

●農畜産物と特産品の販売 ●秋田の商工業紹介
秋田発No.１ Only１コーナー
工業、産業振興施策コーナー

●小学生料理自慢大会(23日)
●ステージショー(両日)
●軽食・食堂コーナー(新米きり
たんぽ鍋、新米おにぎりなど)

10月23日(土)・24日(日)

市立体育館
午前９時～午後４時　

問い合わせ

※当日は県庁ー市立体育館
の無料バスも運行

▼

▼

両日
午前９時と午後１時
先着各500人に
新米プレゼント！
＊23日午前はセレモニー
終了後となります

●秋田市建都400年記念

★秋田市建都400年記念


