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ボランティア募集

10/19(水) 10/25(火)

●危険撃退！
かんたん護身術
●市民リポーターが紹介！
「本格カヌーに挑戦！」

10/26(水) 11/１(火)
月～木　午前10時30分～

火～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

●実りの秋！金足東小学

校で稲刈り体験

●子育てサポートクーポン

券を利用してみよう！

15
分 ●10/30(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「秋田市の国際交流の取り組み」

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
tel(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
］●しあわせ実感男女フォーラム
●弥生っこ村祭り
●架空請求はがきにご注意！

エフエム椿台 午後スタ 毎週水　午後 ３ 時00分～
エフエム秋田 ふれあい情報 火～土　午前10時55分～

市民スポーツ祭

ごご注注意意！！ 架架空空請請求求ののははがが
ききががままたた増増ええてていいまますす！！！！

消費生活相談は

秋田市消費者センター
tel(866)2016

シリーズ 23

●相手方の連絡先には絶対連絡しない
●受取拒否や返送は、自分の所在を相手に
知らせることになり逆効果です

●事業社名だけを変えて何通も届くことが
あるため、はがきは参考として保管して
おきましょう

●架空かどうか判断が難しい場合は、消費
者センター、警察などへ相談を！

不審なはがきが届いたら

消消費費者者セセンンタターーかかららアアドドババイイスス

最近また増えつつある架空請求はがき。そ
の多くは「携帯電話やパソコンで利用した有
料番組の情報料が未納」、「総合消費料金が未
納」、「裁判を取り下げたければ期日まで連絡
するように」などといった内容です。
これらは入手した名簿やリストを悪用し無

差別にはがきを送りつけ、「裁判」などの言
葉を使って相手を不安にさせ、電話をかけさ
せることが目的です。連絡してしまうと、最
新の個人情報を聞き取られ、
いわれのない請求を受けるき
っかけに。相手には絶対連絡
しないようにしましょう。

個人を特定した根拠のある請求かどうか、
内容をしっかりと確認しましょう。
「総合消費料金」「民法指定消費料金」など
という名目の料金はありません。また、訴訟
問題・裁判取り下げの通知がはがきで届くこ
ともありません。

千秋美術館tel(836)7860問い合わせ

芹沢 介「縮緬地型
絵染着物苗代川」

午前10時～午後６時
10月21日(金) 12月11日(日)

「師走の都大路」をめざす高校駅伝秋田県予選が行われます。
高校生ランナーに、沿道から熱いエールを送ってください！
また、当日は交通規制のため、コース周辺は渋滞が予想さ

れますので、ご協力をお願いします。

秋田県教育庁保健体育課tel(860)5204問い合わせ

10月16日(日) 男子 午前10時スタート
女子 午前11時ス

八橋陸上競技場スタート 山王十字路折り返し 臨
海十字路 向浜 雄物大橋 新屋日吉町 豊岩 秋田南大橋 御
所野ニュータウン 横山金足線 手形山大橋 外旭川 四ツ屋
街道 国道７号 臨海十字路 八橋陸上競技場ゴール

高校駅伝にご声援を！

仁井田目長田こ線橋の下付近スタート 横山金足
線 手形山大橋 以後ゴールまで男子と同じ

男子コース

女子コース

秋田市体育協会tel(896)5331

観覧料 一般500円 高・大学生300円 中学生以下無料

日本の近代工芸の数多くの名品を揃える東京国立近代美術館工
芸館。それら名品の中から陶磁、染織、竹工など、各分野を代表
する作家110人の優品を展示します。

10月26日(水)、11月13日(日)・27日(日)午後２時から

講師 今井陽子さん(東京国立近代美術館主任研究官)

日時 10月30日(日)午後２時から、千秋美術館３階講堂
記念講演会

列品解説

連絡しない！

近代工芸の精華

千秋美術館企画展
東京国立近代美術館工芸館名品展



一輪車の演技、防災に関する講演
など。10月20日(木)午後１時30分～
４時10分、県児童会館で。詳しくは、
市社福協へ。tel(862)7445

歌、作品展、障害者自立支援法に
関する講話やシンポジウムなど。10
月30日(日)午前10時～午後３時45分、
県社会福祉会館で。詳しくは、同フ
ェスティバル事務局tel(845)4589

飯島の海岸松林でクリーンアップ
やキノコ観察など。10月29日(土)午
前９時30分、秋田マリーナ駐車場に
集合。参加無料。小雨決行。
●問い合わせ　秋田県森の案内人協
議会の工藤さんtel(887)2909

楢山コミセンtel(834)9844 10月23
日(日)。芸能発表、バザーなど　港北
コミセンtel(847)2340 10月23日
(日)。鮮魚、せともの、野菜の販売、
生涯学習相談など
外旭川コミセンtel(868)5075 10月
30日(日)。野菜の販売、抽選会など
飯島コミセンtel(845)1731 11月２
日(水)・３日(木)。ダンスパーティ(２
日)、くだもの即売(３日)など

大きな足ひれを両足に履いて泳ぐ
「フィンスイミング」のアジア選手権
大会。10月28日(金)から30日(日)まで、
県立総合プールで。予選は午前10時
～正午(28日は午前10時30分～)、決
勝は午後５時～７時。観戦無料。詳
しくは、秋田アスレティッククラブ
の山方さんtel(864)0381
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広報クイズ●
正解者には、「図書
カード1000円分」ま
たは「スギッチ携帯
電話ストラップ」を、
抽選で各10人にプレ
ゼント！

気ままなひとことをそえて、
ご応募ください。広報クイズ
は、毎月16日号に掲載。

新秋田観光30景にも選ばれた、河辺地
域の紅葉の名所「●●峡」。巨岩絶壁は
見事のひとこと。●に入る文字は？

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、
「図書カード」「ストラップ」のいずれか
希望を書いて、10月28日(金)(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

１

２

応
募
方
法

※答えは10月１日、16日号の｢広報あきた｣の記事中に！

158

市民の安全な食生活を支える食肉衛生
検査所。年間●万頭の牛や豚などを検
査しています。●に入る数字は？

※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。

＊９月のクイズの当選者は
13㌻に掲載しています。

催し物

「元気の良い動物園をつくるには」

大森山動物園tel(828)5508問い合わせ

個人向け施設見学会です。
往復はがきに、見学希望日、住所、
氏名(１通２人まで)、年齢、電話番号
を書いて、10月24日(月)までに、〒
010 -8560秋田市役所市民相談室
tel(866)2039。電子メールでの申し込
みは、件名を「施設見学会申込」と
して、ro-plcs@city.akita.akita.jp。電
話では受け付けません。

11月４日(金)・７日(月)
午後１時～４時30分

コ
ー
ス

市役所分館 鈴木家土蔵 飯塚家土
蔵 古田家土蔵 嵯峨家住宅(重要
文化財) 渡辺家土蔵 市役所分館

13:00～

土蔵や壁に描かれた鏝
こて

絵
え

を見学文化財めぐり
◆文化財保護強調週間記念◆

講師　小菅正夫・北海道旭川市旭山動物園園長
基調講演

進行役＝高橋浩丈さん(秋田魁新報社・論説委員)
シンポジスト＝小菅・旭山動物園園長ほか

定員 両日とも20人
(応募多数の場合は抽選)

シンポジウム
14:10～

申し込み

伊藤元重さん(東京大学教授)
「経済学とはどういうことか」

講師

演題

映画祭＝10月22日(土)午後２

時～と23日(日)午前10時～、

文化会館で。「パッチギ」など

３作品を上映(有料)

フェスティバル＝10月29日

(土)午前10時～午後４時、ア

ルヴェで。国際交流展示ブ

ースや歌のステージなど

秋田国際映画祭・
フェスティバル

申
し
込
み

11月１日(火)まで、電話で美術工芸短
大総務課へ。tel(888)8100(土・日を除く
午後５時15分まで受け付け)

生きた経済を理論的観点でとらえる伊藤

教授。「デジタルな経済」など著書多数。

小菅正夫・旭
山動物園園長

鏝
絵(

古
田
家)

同実行委員会tel(864)1181

料金などの問い合わせ

広報あきた　10月16日号21

秋田公立美術工芸短大大講義室

明日の大森山動物園を考える
11月５日(土) 午後１時～４時

シンポジウム

北海道・旭山動物園の小菅園長を迎え、大森山動物園の未来
に向け、あるべき姿を考えます。参加無料。直接会場へどうぞ。

入場無料 先着150人

11月２日(水)
午後６時～７時30分

秋田公立美術工芸短大

美短市民講演会
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ふれあいフェスティバル

コミセンまつりへどうぞ

フィンスイミング・アジア大会
たいかい


