
ボランティア募集 12/18(金) 12/27(日)

●市民リポーターが紹介
①岡田謙三記念館20周年
②勝平得之の世界
●劇団「五本のクレヨン」

月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　
テレビ
ガイド

15
分 ●12/27(日)午前７時30分～ ABSおはよう秋田市長です 「平成21年を振り返る」

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
☎(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
］●秋田ほっとＨＯＴクリスマスフェスタ●穂積市長が平成21年を振り返る

●「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 午前11時40分～
日 午前11時55分～

※５分間テレビ番組は、秋田ケーブルテレビでも放送しています。

※AABはお休み
１/４(月) １/12(火)

●お正月の風物詩
「秋田万歳」の伝承活動

●市民リポーターが紹介
～水道の凍結防止を！

健康講座 開講日は１月12日(火)から29日(金)までの火・水・金
曜日。アクアビクス、水中歩行、初級・中級・上級水泳を受講
できます(日にちによってメニューが違います)。全日程受講可
能なフリーコースが3,000円、１日体験コースが550円(いず
れも入館料別)。申し込みはザ・ブーンへ。☎(827)2301

バス送迎付健康講座 開講日は１月15日(金)・22日(金)・29日
(金)。午前が水中歩行、午後は初級の水泳。秋田駅東口からの
バス送迎(午前９時45分秋田駅発、午後３時秋田駅着)とザ・
ブーンの入館料込みで、1,050円。申し込みは、１月４日(月)
午前９時からザ・ブーンへ。☎(827)2301

★ザ・ブーンの１月の健康講座

オオーーパパスス＆＆ザザ・・ブブーーンンへへ
★サンタとジャンケン 12月23日(水)

１月１日(金) 抽選会(９:00～、オーパスで。小学生以下先着
100人) 福引き(10:00～、ザ・ブーンで。小学生以下先着100
人) １月２日(土) 親子ペアそりレース(11:30～、オーパスで。
定員50組) かき氷早食い競争(13:30～、ザ・ブーンで。定員
100人) １月３日(日) 雪上宝探し(11:30～、オーパスで。定
員100人) 水中宝探し(13:30～、ザ・ブーンで。定員100人)

★お正月の楽しい無料イベント　

問い合わせ クアドームザ・ブーン☎(827)2301

ジャンケンに勝ったらクリスマスプレゼント！ 参加無料。
先着100人。オーパスは９:00～、ザ・ブーンは10:00～。

※12月31日(木)のザ・ブーンの営業終了時間は午後５時です。

年末年始は

工事のため
一部施設が休止

セリオンは、来年７月から「道の駅」
として生まれ変わる予定です。これに伴
う、トイレや冷暖房設備などの改修工事
のため、施設の一部が一定期間利用でき
なくなります。ご不便をおかけしますが、
ご協力をお願いします。

セリオン☎(857)3381

サンパル秋田(秋田ニューシティビル５階。中
央公民館、青少年センター、女性学習センター)

下浜・豊岩・下新城地区コミュニティセンター
消防設備などの改修工事のため、１月12日

(火)から３月20日(土)まで利用できません。

自慢のミニ四駆をお持ちください(無料貸し出しもあります)。
参加無料。レース終了後はお楽しみ抽選会も。直接会場へ。

秋田市民交流プラザ管理室☎(887)5310問い合わせ・製作の申し込み

１月10日(日)午前10時～午後３時 アルヴェきらめき広場
受付開始10:00～　大径タイヤ限定クラス10:30～
ジュニアクラス11:30～　オープンクラス13:30～

親子でミニ四駆を製作しよう １月10日(日) 午前10時～正午、
アルヴェきらめき広場で。作ったマシンでレースも。材料費１台
700円。定員20組(抽選)。申し込みは12月25日(金)まで。

下浜地区コミセン☎(879)2005
豊岩地区コミセン☎(828)2135
下新城地区コミセン☎(873)2112

コミセン３館と
サンパル秋田が
一時利用できません

サンパル秋田は来年４月に市文化会館に移
転します。準備作業のため、２月１日(月)から
調理室と陶芸室が、３月21日(日)からは全館が
使用できなくなります。☎(824)5377

セリオン

工事期間 １月26日(火)～３月31日(水)
休止する施設など ●正面入口(海側入口
２か所をご利用ください) ●１階お土産
ショップ(工事の進行状況により営業する
場合があります) ●１階トイレ　●３階
ギャラリー　●５階展望室(４階の展望ス
ペースをご利用ください)

問い合わせ

利用者のみなさんにはご不便をおかけしま
すが、ご協力をお願いします。

タミヤ公認５レーンコース
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子どもとの接し方についての講話と
臨床心理士による個別相談(希望者）。
12月20日(日)午後１時30分～４時
30分、秋田ビューホテル４階で。参
加無料。直接会場へどうぞ。詳しく
は、学校教育課へ。☎(866)2244

障害児者総合相談会 身体・知的・
精神・発達障害があるかたなどが対
象です。専門相談員が在宅生活や就
職の相談に応じます。12月20日(日)
午後１時30分～４時、遊学舎で。直
接会場へ。詳しくは、指定相談支援
事業所クローバー☎(846)5328
特許相談 特許、商標などの相談に専
門家が応じます。12月25日(金)、１月
８日(金)・15日(金)、午前10時～午後４
時、県庁第二庁舎３階で。申し込みは
(社)発明協会秋田県支部☎(824)4282
ふれあい法律相談 法律、相続など
の相談に、狩野節子弁護士が応じま
す。１月18日(月)午前10時～正午、
市老人福祉センターで。申し込みは、
12月21日(月)午前10時から市社協ふ
れあい福祉相談センター
☎(863)6006(電話でのみ受け付け)

東北森林管理局では、国有林モニタ
ーを募集します。応募方法など、詳
しくはお問い合わせください。
募集人数／48人　任期／来年４月か
ら１年間　内容／アンケートへの回
答や国有林モニター会議への出席
募集期間／１月４日(月)～31日(日)
●問い合わせ　東北森林管理局国有
林モニター係☎(836)2274

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！　
気ままなひとこと、広報

や市政テレビの感想などを
そえて、ご応募ください。

本を載せて地域を巡回するイソップ号。
新イソップ号は何代目？

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、12月24日(木)(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12月４日、18日号の｢広報あきた｣の記事中に！

208

雪の季節です。除雪車や緊急車両の走
行の妨げになる●上駐車。絶対にやめ
ましょう！ ●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。

●11月20日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝「パッサウ市」 問２＝まちの「駅」あきた
応募総数174通、全問正解172通でした。
当選者 相場幸子(仁井田)、うーみんのママ(御野場)、おいもちゃん(桜台)、さと(広面)、菅紀美子(牛島)
菅原榮(新屋)、中田ヨシ子(土崎)、ひろこ(土崎)、プーちゃん(千秋)、まおママ(広面) ＝敬称略＝

読者のひとことは
６～７ページで紹介！

案 内

無
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へどうぞ

新成人のつどい
１月11日(月) 午後１時～(正午開場)
市立体育館メインアリーナ

右図の臨時駐車場以外には
絶対に駐車しないでください。
台数に限りがありますので、
バス・タクシーの利用や自家
用車の相乗りにご協力をお願
いします。また、送迎の車は、
乗降場所にご配慮ください。

オープニング・式典 13:00～13:40 市長祝辞、はたちのメッセージ、
児童合唱など　アトラクション 13:45～14:50 友人や中学校恩師と
のふれあいタイムなど。※アトラクションだけの参加はできません

平成元年４月２日～２年４月１日生まれのかたが対象です。就職・進学な
どで秋田市を離れたかたや市外出身のかたも出席できます。案内状はお送り
しませんので、直接会場へお越しください。生涯学習室☎(866)2245

12:50にはご着席ください。私語や携帯電話の使用、立ち歩きなど、
他人の迷惑になる行為は慎んでください。酒類の持ち込み、飲酒者
の入場はお断りします。

交通渋滞緩和にご協力を

国
こく

有
ゆう

林
りん

モニター募
ぼ

集
しゅう

１月６日(水)午前10時～11時30分
消防本部前山王けやき通り
消防車両・消防団の行進、虹色放水などをご覧ください。午前９時

30分から消防本部車庫前でミニまといをプレゼント(先着300人)。

問い合わせ 消防本部総務課☎(823)4000

●けやき通りは午前９時30分～11時30分、
通行止めです。ご了承ください

●午前７時に各消防署でサイレンを鳴らしま
す。また、午前11時ごろ、けやき通りを
消防車がサイレンを鳴らして走行します。
災害とお間違えのないようお願いします
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