
ボランティア募集

２/16(金) ２/20(火)
●中学生サミット2007冬
●明日のクリエーターたち
～美短附属高等学院卒業制作展
●地域の絆を深める世代間
交流「ふゆとあそぼう」

２/21(水) ２/27(火)
月～木　午前10時30分～

水～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

●ガラスに魅せられて
～ガラス職人の取り組み紹介

●秋田市スポーツ賞

●市民レポーターが紹介
～南部地域の魅力再発見

15
分 ●２/25(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「市長が語る秋田市のものづくり」

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55分～

毎週火　午前10時30分～ラジオ
］●アルヴェ市民活動フェスタ
●住民異動の届け出はお早めに

●「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～
エフエム秋田 ふれあい情報 月～金　午前10時55分～
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１団体に春、夏それぞれ
100本まで。１㎡当たり20
本が目安です。

「春苗」と「夏苗」、別々の往復
はがきで、右記を参考に３月
２日(金)まで公園課へ。引き
渡しについては、交付日の１
～２週間前に、はがきでお知
らせします。公園課公園施設
管理センターtel(866)2445

【往信表】 【返信裏】

【往信裏】【返信表】

本
数

※交付希望数が多く、希望本数
を交付できない場合がありま
すので、ご了承ください。

申
し
込
み

プランターの設置場所を決め、３月２日(金)まで、直接
公園課(市庁舎３階)、河辺市民センター建設班、雄和市
民センター建設班へ、印鑑、はがき４枚を持っておいで
ください。電話や郵便での申し込みは受け付けません。

申
し
込
み

公園課公園施設管理センターtel(866)2445

①大森山公園②千秋公園③八橋運動公園④平
和公園で、花壇づくりや手入れをしてくださ
るかたを募集します。定員各９人(④のみ５
人)。希望者多数の場合、抽選となります。
公園課公園施設管理センターtel(866)2445

往復はがきで、下記を参考に３月２日(金)ま
で公園課へ。当選結果は３月下旬ころ、は
がきでお知らせします。

申し込み

花苗、肥料袋(20キロ)の運搬、植付、草取り、
水まきなどの作業(中腰での作業が３日間続く
こともあり)を、４月から１年間(冬期間を除
く)、月に３～４回、市の指定する平日に作業
していただける健康なかた。また、この作業
で得た経験を積極的に地元の町内会などの花
壇作りにいかせるかた。年齢は75歳まで。

１日4,060円 半日2,030円

【往信表】 【返信裏】 【往信裏】【返信表】

※他に勤務しているかた、ご自身の都合を優先さ
れるかたはご遠慮ください。

報酬(若干の変更あり)

対　象

午前９時～午後４時作業時間

花のあるまちづくり
協力員を募集

公園や町内の花だんに

町内会や子ども会などの団体単位でお申し込みください。春、
夏とも、植える場所１か所につき１団体。春と夏、両方を希望
する場合は、それぞれ「春苗」と「夏苗」をお申し込みください。

春 パンジー
夏 マリーゴールド、サルビア、ニチニチソウ、ベゴニア

種類

引き渡し
春 ４月中旬ごろ　
夏 ６月中旬ごろ

●●花壇のない町内会へ●●

プランターを貸します
プランターに入れる土は、各団体で準備してください。植え

る花（春苗と夏苗、無料）は、プランター申し込み時に申し込
んでください。借り受け、返却の運搬は各団体で行ってくださ
い。貸出期間は４月上旬から11月下旬まで。貸出数は１団体
につき15個以内。建物の中や道路には置けません。

問い合わせ

「うるおい」と「やすらぎ」を与えてくれる緑。
大事に育てて、まちに緑を増やそう！

今年は
秋田わか杉国体・わか杉大会。
花いっぱいの街で
全国の人たちを迎えよう！

▲▲

▲
▲
▲
▲



17 広報あきた　２月16日号

広報クイズ●
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！　さらに、抽選に外
れたかたの中から10人にスギ
ッチグッズをさしあげます。
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。

河辺赤平地区で行われている、無病息
災、五穀豊穣を願う小正月の伝統行事
「●追い」。●に入るのは？

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
を書いて、２月28日(水)(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２月１日、16日号の｢広報あきた｣の記事中に！

174

中国蘭州市と日本の時差は何時間？

※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。

＊１月のクイズの当選者は
11㌻に掲載しています。

小学４年生～中学３年生

太平山自然学習センター
｢まんたらめ｣

２月19日(月)午前８時30
分から電話で「まんたら
め」へ。tel(827)2171

3,500円
(宿泊費、食費、活動費)

参加費

申し
込み

オーパスでそりすべり、キャンドル
サービス、うどん打ちなど。秋田駅東
口から送迎バスがあります。

申し込みは、秋田清掃登山連絡協議
会の大山さんtel090-6628-4162
太平山中岳登山 日時と集合場所／３
月４日(日)午前７時30分、仁別「木こり
の宿」駐車場集合　参加費／500円
男鹿本山清掃登山　日時と集合場
所／３月25日(日)午前７時30分、
男鹿市船川港の長楽寺駐車場集合
参加費／500円

履歴書を持って直接会場へ。
対象／おおむね40歳以上で仕事を探し
ているかた　日時／３月６日(火)午後
１時30分～４時　会場／秋田ビューホ
テル４階飛翔の間　参加費／無料
●問い合わせ　ハローワーク秋田紹
介第２部門tel(864)4111

催し物
登
と

山
ざん

へどうぞ
対象

２月25日(日)
アルヴェ１階きらめき広場

アルヴェ
きらめきパフォーマー

NEXT～次世代～

高校生以下のきらめきパフォーマ
ーによるストリートダンス。若者た
ちの熱気あふれるダンスに注目！

秋田市民交流プラザ
管理室tel(887)5310

午後５時～８時

問い合わせ

入場無料！

石井露月
四季の名品展
２月23日(金) ３月４日(日)

午前10時～午後４時

雄和図書館２階　入場無料

雄和図書館
tel(886)2853

市所有の作品のほか、全県に所
蔵されている露月の「春」の作品
をご覧ください。市指定文化財の
露月筆桐襖俳句４枚も特別展示。

春

２月25日(日)
アルヴェ２階多目的ホール　入場無料！

アルヴェ市民活動フェスタ
～～つつななががるる・・広広ががるる・・出出会会いいのの森森～～

★NPO・市民活動団体によるブース展示
★「ダースコちんどん隊」ライブ(11:00～11:30)
★きらめきパフォーマー「秋風」ライブ(12:30～13:00)
★「カフェスロー」オーナー吉岡淳さんの基調講演(13:00～14:30)

テーマ「スローライフ～人、地域、世界とのつながり直し」
★JICA「グローバル・リーダーズスクール」活動発表(14:30～15:00)
★大学生たちによるフリーマーケット、バングラデシュカレーの販売など

市民交流サロンtel(887)5312 ファクス(887)5659

午前10時30分～午後３時

問い
合わせ

１泊２日

３月23日(金) 24日(土)

先着60人定員

岡田謙三のユーゲニズムの絵画
世界と中田朝水（ちょうすい）さん
の琵琶の調べをお楽しみくださ
い。琵琶の演目は「井伊大老」
「ハーメルンの笛吹き男」など。

千秋美術館
tel(836)7860

千秋
美術館

観覧料
一般300円　
大・高校生200円
中学生以下無料

３月４日(日)午後２時～３時
千秋美術館岡田謙三記念館

●２月24日(土)・25日(日)は臨
時休館します。

問い
合わせ

問い
合わせ

ミュージアム
コンサート

琵琶草子とユーゲニズムの世界

★★

▲
▲

中
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