
ボランティア募集

８/19(金)�８/23(火)
●北東北総体を振り返る①　　
「サッカー」「女子バスケ」
●竿燈まつり2011

８/24(水)�８/30(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●８/28(日)午前７時30分～ ABSおはよう秋田市長です「最新の市政情報」

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
広報広聴課へ！
☎(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
］●チャレンジオフィス入居者募集●スポーツ教室を楽しもう！

●「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25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。

●北東北総体を振り返る②　
「柔道」
●北東北総体を振り返る③　
「裏方も大活躍！」

「あきたまちなかミュージアム」と題し、街全
体を美術館に見立てて、商店などでアート作品
を展示・販売します。作家100人が一升桝の中
に「街」を作って展示する企画やガラス作家と
飲食店の共同企画など楽しいイベントも開催！　

Akita Music Festival 2011

「ザ・パワーオブミュージックフロムアキタ」「千秋
公園ジャズインプレッション」「秋田ブラスフェスタ」
の３つの音楽イベントを同時開催！　入場無料。

実行委員会(NPO法人トップスポーツ
コンソーシアム秋田)☎(874)9591

テーマは「みんなの〝少し〟が大きな力」。親子
でうちわ作り、省エネ・節電体験、秋田ノーザン
ハピネッツトークショー、廃品打楽器演奏など。

９月３日(土)・４日(日) 10:00～16:00
アゴラ広場、買い物広場　 入場無料

県温暖化対策課☎(860)1573

音楽、エコ、アートそして出会い。９月３日(土)・４日(日)、
４種類６つのイベントが中心市街地に大集結します！

あきた
アートプロジェクト

あきたエコ＆
リサイクルフェスティバル

あきたタウンパーティー

問い合わせ

事務局(ココラボラトリー内)☎(866)1559

中心市街地に
イベント大集結！

アキタ　 ミュージック フェスティバル

アート

音楽 エコ
出会い

音音楽楽

タウンパーティーはいわば〝巨大コンパ〟。受付会場
で食べ放題・飲み放題チケットをもらって指定された飲
食店に移動。男女混合のテーブルでおいしい料理とお酒
を楽しみながらすてきな出会いを見つけよう！ 時間は午
後７時～午前零時で１店の滞在時間は１時間。参加の際
の注意事項など、詳しくはお問い合わせを。申し込みは、
専用ホームページから。http://spocom.in/townparty/

エエココ

アアーートト

出出会会いい

９月３日(土) 川反・大町・通町の加盟飲食店(約50店)
受付会場：秋田ニューシティ跡地(大町)
対象：20歳以上で独身のかた(２人以上のグループ)
参加費：男性6,000円　女性3,000円

史上最　 の大作戦愛★ザ・パワーオブミュージックフロムアキタ

秋田ニューシティ跡地(メイン
会場)、あくら、旧金子家住宅ほか
で開催します。ロック、ポップス、
ゴスペル、ジャズなど、県内外か
ら80組500人が参加！

フェスティバル事務局((有)コムズ内)☎(866)0643問 問

問

★千秋公園ＪＡＺＺ
ジ ャ ズ

インプレッション

千秋公園二の丸で開催します。小沼よう
すけさんほか、県内外で活躍するミュージ
シャンの音楽をお楽しみください。おいし
い食べ物やマーケットも！

★秋田ブラスフェスタ 産業会館跡地で開催。
吹奏楽やビッグバンドな
ど。飲食ブースもあるよ！

タウンパーティー
(川反・大町・通町)

アートプロジェクト
(中心市街地全域)

ブラス
フェスタ

ザ・パワーオブ
ミュージック

ジャズ
インプレッション

エコ＆リサイクル
フェスティバル

＊各会場へは公共交通機関をご利用ください。

９月１日(木)～25日(日) 中心市街地全域

９月３日(土)・４日(日) 大町、千秋公園ほか

３日(土)17:00～20:30 ４日(日)10:40～18:30

３日(土)・４日(日) 10:00～20:00

３日(土)13:00～18:00
４日(日)11:00～18:00
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広報クイズ●広報クイズは、毎月第３
金曜日発行号に掲載してい
ます。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！　
広報あきたや市政テレビ

番組の感想、気ままなひと
ことを添えて、ご応募くだ
さい。

AED(自動体外式除細動器)がある事業
所などへ「AED●●施設標章」を交付
しています。●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、電話番号を書
いて、８月30日(火)(必着)まで、
〒010－8560秋田市役所広報広聴課
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８月５日、19日号の｢広報あきた｣の記事中に！

228

遊具いっぱいの「子育て交流ひろば」
が●●●リアとユービスにオープンし
ました！　●に入る文字は？

※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。

●７月15日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝「エアコン」 問２＝アナログ「テレビ」
応募総数125通、全問正解118通でした。
当選者�石山美紀子(南通)、蛍水(仁井田)、斎藤弥(寺内)、さくらん坊(横森)、澤田石つや(大町)
入道雲(下新城)、畠山詩織(新屋)、平野剛(桜)、藤井勝(楢山)、三浦稔(下新城) ＝敬称略＝

読者のひとことは
４～５ページで紹介！

18歳以上のかたが対象。９月11日
(日)午前10時～午後３時、秋田駅ぽ
ぽろーど東側で。出店無料。募集は
30区画(応募多数の場合は抽選)。
●申し込み アルヴェ１階秋田市民
交流プラザ管理室やぽぽろーどにあ
る申込書で、８月25日(木)まで、同
管理室☎(887)5310

秋田県司法書士会館(山王六丁目３-
４)で、不動産・法人登記、多重債
務、成年後見などの相談に応じてい
ます。毎週水曜日は午後１時30分～
４時30分(先着４人)、毎週月・火・
木・金曜日は午後１時30分～３時
(先着各２人)。無料。要予約。
●予約・問い合わせ　秋田県司法書
士会☎(824)0055

司
し

法書
ほうしょ

士
し

総合相談
そうごうそうだん

センター

８月28日(日)は開業20周年記念イベントを開催。
当日は入館料半額(例：大人500円→250円)です！

①午後１時～　②午後２時30分～
出演はMoko＆Kyu

,
sとフラ・ロケラニ。鑑賞無料。

★ハワイアン音楽＆フラダンスショー

ザ
・
ブ
ー
ン
は
20
周
年

キ
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子どもたちが市民になって働き、学び、遊ぶことで社会の仕組みを学ぶ
キッズビジネスタウン。今年は10月28日(金)・29日(土)、午前10時～午後３
時、秋田商業高校で開催します。同校では10月29日(土)に参加してくれる
小学生を募集します。保険料300円。定員300人(応募多数の場合は抽選)。

はがきかファクスに郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、性別、小学校
名・学年、保護者の氏名、電話番号、メールアドレスを書いて、８月
29日(月)から９月30日(金)まで、〒010-1603新屋勝平台１-１秋田商
業高校「キッズビジネスタウン」係☎(823)4308  ファクス(823)4310

ハローワークで仕事を探して就職し
ます(職業は35種類！)

好きなだけ働き、辞めたくなったら
退職し、給料をもらいます(メルクと
いう通貨です)

２

３

４ 給料(メルク)で、食事や買い物！

名前を登録し、「市民証」をもらいます１

〝キッズビジネスタウン〟に
参加してくれる小学生を募集！

ホームページ http://www.edu.city.akita.akita.jp/̃akisho/

秋田商業高校企画イベント
今年は

10月28日と
29日に開催！
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プールの各所に貼ってあるキーワードを探して
賞品をゲットしよう！ 参加無料。先着50人。

★１(ワン)ピースをさがせ　午後１時45分～

★収穫市 正午～午後４時 市内産の新鮮野菜や加工品を販売。

クアドームザ・ブーン☎(827)2301
●室内プールは９:30～18:30(浴室は～19:00)
●展望風呂は10:00～20:00
※８月25日(木)はお休みします。

問い合わせ

メルクを使ってお買い物も！

ふれあいマーケット出
しゅつ

店
てん

者
しゃ

募
ぼ

集
しゅう

案内

河辺鵜養地区の「田んぼ
のすまこ(すまこ＝隅っこ)」のオ
ーナーになって稲刈りや脱穀など
(９月下旬～10月中旬に２回)を体
験。自分で収穫した天日干し玄米
30㌔をさしあげます。募集は４区
画(１区画60㎡)。参加費15,000
円(体験料、昼食代など)。

「田んぼのすまこ」
オーナー募集

申し込み

対象／天候による日程変更に対応
できる健康なかた

８月22日(月)午前９時から、
農業農村振興課☎(866)2116
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