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個人向け施設見学会

ボランティア募集

９/21(金) ９/25(火)
●市民レポーターが紹介

①秋田わか杉国体情報　　　

②赤れんが郷土館企画展

～得之が描いた「心の風景」

●訓練に励む消防隊員

９/26(水) 10/２(火)月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

●市民レポーターが紹介

国体スポーツ芸術「佐竹

史料館特別展～秋田藩武

家のいでたち」

●秋田わか杉国体情報

15
分 ●９/23(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「いよいよ開幕！ 秋田わか杉国体」

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 ］●国体情報～シャトルバス案内など●国体情報～環境美化にご協力を

●「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～

金　午前11時20分～
土①午前11時40分～
②午後 3時55分～

日 午前11時55分～

1.8㌔のコスモスロードに咲く10種20万本のコスモスを
眺め、さわやかな秋の一日を楽しみませんか？　八橋パブ
リ近くのやばせ橋が目印。両日とも、「切り花コスモス」
「コスモスの種」を先着でプレゼント。白百合保育園のヤ
ートセ踊り、お茶席などイベントもたくさん！

草生津川コスモスロード実行委員会tel(883)1107問い合わせ

午前10時～

市民スポーツ祭 秋田市体育協会
tel(896)5331

申し込み

水道100周年記念

秋田の水道
今昔ツアー

往復はがきに、見学希望日、住所、氏名(１
通２人まで。２人の名前を書いて)、年齢、
電話番号を書いて、10月５日(金)(必着)まで、
〒010-8560秋田市山王一丁目１-１ 秋田市役
所市民相談室へ。電子メールでの申し込みは、
ro-plcs＠city.akita.akita.jp へ。電話では受け
付けません。問い合わせは市民相談室
tel(866)2272

水の学習館

10月18日(木)・25日(木)

JR秋田駅の新幹線改札口前に集合→藤倉
水源地→水の学習館→秋田駅西口で解散

コ
ー
ス

両日とも午前９時30分～午後零時40分

見学先は、国の近代化遺産に全国で初めて
指定された「藤倉水源地」と、今年６月に完
成した「水の学習館」。先人の知恵や工夫、
水道のしくみや歴史を楽しみながら学んでみ
ませんか。参加無料。定員は両日とも20人
(応募多数の場合は抽選)。

フリマ申し込み 実行委員会tel(845)1837(秋田城跡調査事務所内)

秋田城跡東門
ふれあいデー

東門大路市(フリーマーケット)
出店者募集 出店料500円(1区画２㎡)

寺内の秋田城跡

10月７日(日)
午前10時～午後３時

野点…お茶券300円　古代米もちつき11:00～
野菜即売11:00～　秋田城ウルトラクイズ11:30～　
古代水洗トイレ復元工事現場公開13:00～　など　

10月６日(土)・７日(日)

国体競技でもあるゴルフを、未経験
者でも気軽に楽しめるようにと開発さ
れた「スナッグゴルフ」。ゴルフ競技開
催にあわせ、体験教室を開催します！
無料。参加賞あり。直接会場へどうぞ。

日時

会場

10月５日(金)午前９時～11時

秋田椿台カントリークラブ
※駐車場はありません。県立中央公園(P１駐車場の
南側)からの無料シャトルバスをご利用ください。

問い合わせ

対象 小学生

秋田県ゴルフ連盟tel(883)0861

▼

▼ ▼

草生津川コスモスローードドままつつりり
メインイベント

スナッグゴルフ体験教室



昼の部 午後２時～
夕の部 午後４時30分～

申
し
込
み

広報クイズ●
広報クイズは、毎月第３金
曜日発行号に掲載。
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、
スギッチのマウスパッドとハ
ンドタオルをさしあげます。

気ままなひ
とことをそえ
て、ご応募く
ださい。

秋田市の水道は、今年10月１日で何周
年？

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、９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

２

１
応
募
方
法

※答えは９月７日、21日号の｢広報あきた｣の記事中に！

181

秋田駅の東西を地下トンネルで結ぶ
「秋田●●道路」が９月15日に開通！ ●
に入るのは？

※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。

●８月17日号の当選者
前回のクイズの答え　問１＝「後期」高齢者　問２＝「１．４㍉」
応募総数139通、全問正解103通でした。

図書カード 石井陽子(牛島)、鎌田洋子(新屋)、柴田春夫(広面)、とうちゃん(大住)、夏井星(旭北)、畠
山京子(飯島)、三浦きよみ(南通)、宮下美代子(東通)、柳舘晃太(仁井田)、鷲谷直史(土崎)
スギッチグッズ おかん(大住)、工藤正子(飯島)、熊谷郁子(泉)、柴田ちひろ(新屋)、鈴木真緒(土崎)、
土谷猛(飯島)、永沢ヨチコ(雄和)、はぐちゃん(手形山)、ボン(旭南)、りーすけ(飯島)

＝敬称略＝

読者のひとことは
８～９ページで紹介！

特許相談会 特許、実用新案、商標
などの相談に弁理士が応じます。９
月26日(水)、10月４日(木)、午前10時
30分～午後３時30分、県庁第２庁舎
３階にある(社)発明協会秋田県支部
で。申し込みは同支部tel(824)4282
秋田県行政書士会の電話相談 相
続、遺言、法人設立、農地転用など
の相談に行政書士が電話で応じま
す。10月１日(月)午前10時～午後４
時。相談電話tel(864)3098
不動産の相談会 不動産の価格、賃
料などの相談に不動産鑑定士が応じ
ます。10月２日(火)午前10時～午後
４時、アトリオン地下多目的ホール
で。直接会場へ。詳しくは秋田県不
動産鑑定士協会tel(834)4013
法律相談 夫婦、借金、不動産など
の相談に応じます。10月３日(水)午後
１時～３時、アトリオン７階の県中
央男女共同参画センターで。定員４
人。託児あり。申し込みは県中央男
女共同参画センターtel(836)7846
法律相談 民事、刑事、家事などの
相談に弁護士などが応じます。10月
４日(木)午前９時30分～午後３時、
秋田地方・家庭裁判所で。直接会場
へ。詳しくは秋田地方裁判所事務局
総務課tel(824)3121(内線510)
相続遺言・後見人相談 秋田公証人
役場の公証人が、電話、ファクスで
相談に応じます。10月６日(土)・７
日(日)、午前９時～午後５時。
相談電話tel(864)0850・(824)0561
相談ファクス(864)0854

案 内
無
む

料
りょう

相談
そうだん

へどうぞ

土
崎
図
書
館

ま
つ
り

●本のリサイクル市10：00～15：00
●図書クイズ10：00～12：00
●お菓子サービス11：00～12：00
●紙芝居11：00～11：45

９月24日(月)
午前10時～午後３時

土崎図書館tel(845)0572
問い合わせ

▼

▼

広報あきた ９月21日号21

▼
▼

往復はがきに、住所、氏名(２人まで。２人の氏名を書いて)、電話番
号、昼の部または夕の部の希望を書いて、10月５日(金)(必着)まで、〒
010-0921秋田市大町三丁目３-21 赤れんが郷土館tel(864)6851

申
し
込
み

10月21日(日)

赤れんが館
コンサート

明治の洋風建築、赤れんが館で奏でるコンサートをお楽しみくださ
い。演奏は、チェロの羽川真介さん、ピアノの渚智佳さん。
小学生以上が対象です。入館料大人200円、中学生以下無料。着席

で聴きたいかたは、往復はがきでお申し込みください。着席定員は、
昼、夜とも100人(応募多数の場合は抽選)。なお、立ち見で聴くかたは、
申し込みの必要がありません。

第13回

A
ア

L
ル

VE
ヴ ェ

de
デ

ヨルカイギ

９月27日(木)午後７時～９時
アルヴェ３階市民交流サロン

わらしべ貯金箱など、ユニー
クな環境活動を行う団体「SiNG」
代表の武内伸文さんのお話と参
加者同士のフリートーク！ 参
加無料で先着20人。

９月26日(水)まで市民交
流サロンtel(887)5312

申し
込み

※わらしべ貯金箱…不用品をみんな
で持ち寄り、その品物を必要な人
にあげて、もらった人から少額の
寄付をしてもらう活動。集まった
寄付金で社会活動を行います。


