
ボランティア募集

９/２(金)�９/６(火)

●竿燈まつりを振り返る
●市民リポーターが紹介
チャレンジオフィスあきた

９/７(水)�９/13(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●９/25(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
］●エイジフレンドリーシティフォーラム●秋田公立美術工芸短大の大学祭

●「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。

●秋田市ほっと情報
●市民リポーターが紹介
エンジョイ＆青空スポー
ツ教室

10月10日(月)

着席整理券の申し込み 往復はがきに、観覧希望者(２人
まで)の住所・氏名・電話番号、昼の部または夕の部の希
望を書いて、９月19日(月)(必着)まで、〒010-0921大町
三丁目３-21 赤れんが郷土館☎(864)6851

昼の部　午後２時～　
夕の部　午後４時30分～

※９月５日(月)～９日(金)は臨時休館。

第17回赤れんが館コンサート

木版画家・勝平得之が収集した、多
彩なコレクションの全貌を紹介。観覧
料200円(中学生以下無料)。

得之の実像に迫る

９月10日(土)�11月13日(日)

午前９時30分～午後４時30分

赤れんが郷土館

ガラス絵「花鳥」

コレクター・勝平得之の世界

９月26日(月)

文化会館→道の駅あきた港(セリオン)→天徳寺
→赤れんが郷土館→民俗芸能伝承館→文化会館

電話で氏名、出身地、電話番号、①②の希望を
９月５日(月)午前９時から中央公民館(山王七丁
目にある文化会館内)☎(824)5377

東日本大震災により秋田市内に一時避難さ

れているかたが対象。秋田市観光案内人が市

内名所をご案内します。無料。先着各30人。

申
し
込
み

震災で市内に避難しているかた

秋田市内名所めぐり
①９:00～12:00
②13:00～16:00

コース(①②共通)

申し込み

サークル体験学習講座
●●中央公民館●●

中央公民館では、公民館に登録して定期的に
活動しているサークルと協力し、学習講座を開
催します。20歳以上のかたが対象です。会場
は中央公民館(文化会館内)。申し込みは、９月
15日(木)まで中央公民館へ。☎(824)5377

高校生以上が対象です。銀線で、ペンダントトップ作り。
講師は、現代の名工・進藤春雄さん。材料費1,500円。

アトリエももさだ(新屋) 定員20人(抽選)

名工に学ぶ銀線細工

往復はがきに、講座名、住所、氏名、年齢、電話番号
を書いて、９月16日(金)まで、〒010-0921大町三丁
目３-21赤れんが郷土館☎(864)6851

９月30日(金) 午前９時30分～午後４時30分

赤れんが郷土館の催し

小学生以上が対象です。出演は佐藤蘭子さん(フルート)
と富樫彩子さん(ピアノ)。観覧券大人200円、中学生以下
無料。着席で聞きたいかたは申し込みが必要です。定員各
部100人(抽選)。立ち席で聞くかたは直接、赤れんが館へ。

☎(864)6851

後期展

20



戦没者遺児の会員が、自らの体験な
どを基に戦争の悲惨さや平和の尊さ
を伝えます。希望日にコミュニティ
センターや公民館などの会合を訪問
します。時間は50分程度。無料。
●申し込み 戦争・平和「語り部の
会」事務局☎(862)8820

小学３年～６年生が対象です。テー
マは「わたしの将来の夢」で、800
字程度。募集は10月27日(木)まで。
参加賞や市長賞も。応募方法など、
詳しくはお問い合わせください。
●問い合わせ　コンクール実行委員
会(三戸印刷所内)☎(823)5351

「中小企業緊急雇用安定助成金」申
請の相談 同助成金の申請を検討し
ている企業の相談に、社会保険労務
士が応じます。９月７日(水)・21日
(水)、午後１時～４時、秋田商工会議
所(旭北)で。問い合わせ／秋田県社
会保険労務士会☎(864)1666
雄和地区福祉相談会　身体・知的・
精神・発達の障がいがあるかたや高
齢者とそのご家族が対象。生活や就
職の相談に専門の相談員が応じま
す。９月15日(木)午前10時30分～
正午、雄和市民サービスセンターで。
直接会場へ。問い合わせ／障害者生
活支援センターほくと☎(873)7804
調停相談会 離婚、相続、多重債務、
交通事故などの相談に応じます。９
月16日(金)午前10時～午後３時、ア
ルヴェ１階音楽交流室Dで。直接会
場へどうぞ。問い合わせ／秋田調停
協会☎(824)3121(内線128)
不動産鑑定士相談 不動産鑑定士が
相談に応じます。９月16日(金)午後
２時～４時、アルヴェ４階洋室Aで。
定員４人。申し込み／９月14日(水)
まで、秋田県不動産鑑定士協会(秋田
鑑定院内)☎(866)0813
ふれあい法律相談 法律や相続など
の相談に西野大輔弁護士が応じます。
９月26日(月)午前10時～正午、市老
人福祉センターで。先着６人。
申し込み／９月５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)

子
こ

ども作文
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コンクール

案内

ロイ・リキテンスタイン「泣
声に反射(反射シリーズより)」

９月16日(金)�11月６日(日)

平
へい

和
わ

学
がく

習
しゅう

「語
かた

り部
べ

の会
かい

」

わく楽フィットネス
(20歳以上)

10月７日(金)�12月９日(金)
毎週金曜日、18:30～19:45 8,400円 25人

10月５日(水)�12月14日(水)
毎週水曜日、18:00～19:15 8,400円 25人

骨盤引き締めサン・
エアロ (25歳以上)

骨盤引き締めミディア
ムエアロ (20歳以上)

10月５日(水)�12月14日(水)
毎週水曜日、10:45～12:00

8,400円 20人

10月７日(金)�12月９日(金)
毎週金曜日、10:00～11:15

8,400円 25人

10月８日(土)�12月10日(土)
毎週土曜日、10:00～12:00 9,450円

25人

やさしい社交ダンス
(Step1) (20歳以上)

9,450円
(別途材料費あり)

26人

パッチワーク(初級)
(20歳以上)

10月６日(木)�12月22日(木)
毎週木曜日、10:00～12:00

フラワーアレンジメ
ント (20歳以上)

4,720円
(別途材料費あり)

15人

10月６日(木)�12月８日(木)
隔週木曜日、18:30～20:30

10月８日(土)�12月17日(土)
毎週土曜日、18:00～20:00

15人

7,560円 20人

運動不足な人の教室
(昼) (20歳以上の女性)

リズム体操＆ストレ
ッチ (25歳以上)

8,400円 20人
10月７日(金)�12月９日(金)
毎週金曜日、10:30～11:45

謡曲(喜多流)
(20歳以上)

8,400円 20人
10月８日(土)�12月10日(土)
毎週土曜日、10:30～11:45

癒しのストレッチ＆
ピラティス(20歳以上)

バランスボールで姿
勢美人(20歳以上の女性)

10月11日(火)�12月13日(火)
毎週火曜日、10:30～11:45

8,400円

教室名(対象) 日程 受講料

定員

8,400円 20人

8,400円 20人
10月６日(木)�12月15日(木)
毎週木曜日、18:45～20:00

運動不足な人の教室
(夜) (20歳以上の女性)

ヨガで癒す心と身体
(20歳以上の女性)

10月５日(水)�12月14日(水)
毎週水曜日、13:30～14:45

ペルヴィスダンス
(20歳以上の女性) 8,400円 20人

10月８日(土)�12月10日(土)
毎週土曜日、18:30～19:45

定員

サ
ン
ラ
イ
フ
秋
田
運
動
と
趣
味
の
教
室

◆申し込み…９月10日(土)午前10時からサンライフ秋田へ。
☎(863)1391(先着順。直接窓口でも受け付け)
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New York&SPDA,Tokyo,2011

アメリカ現代版画への招待

午前10時～午後６時(入館は午後５時30分まで)

一般800円、高・大学生600円、中学生以下無料

ロイ・リキテンスタイン、フランク・ステラなど、アメリカ美術の巨匠
と版画工房タイラーグラフィックスとの共同作業により生み出されたアメ
リカ現代版画の作品65点を紹介します。千秋美術館☎(836)7860

特別講座「タイラーグラフィックスとアメリカ現代版画」�講師は、CCGA
現代グラフィックアートセンター長の木戸英行さん。９月25日(日)午後２
時～、千秋美術館で。先着50人。観覧料が必要です。申し込みは９月５日
(月)午前10時から千秋美術館へ。☎(836)7860

ギャラリートーク�千秋美術館学芸員が作品を解説。10月２日(日)・23日
(日)、午後２時～。直接、美術館展示室へ。観覧料が必要です。

千秋美術館企画展

～CCGA現代グラフィックアートセンター
コレクションより～

スライドレクチャー�①フランク・ステラ：10月15日(土)午後２時～、②ロ
イ・リキテンスタイン：10月30日(日)午後２時～。直接、美術館３階講堂へ。

無
む

料
りょう
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