
ボランティア募集

10/21(金)�10/25(火)
●市民リポーターが紹介
①フォンテAKITA６階の子育
て・学び・文化サテライト
②秋田ノーザンブレッツ発進

10/26(水)�11/１(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●10/30(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
］●10月29日(土)はアキショップへ行こう●特定健診を受けましょう

●「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。

●障がい者の雇用を考える
●10月29日(土)は秋田商業
高校〝アキショップ〟

縁結び祭りに参加しよう

の太平山リゾート公園

紅葉ウオーク 10月30日(日)に開催。中学
生以上が対象です。午前８時30分にJR秋田
駅と東部公民館から無料送迎バスが出ます。
リゾート周辺を散策後、ザ・ブーンの温泉
と昼食を楽しんで午後４時にザ・ブーンを
出発。参加費2,500円(中・高校生2,400円)。
申し込みは、10月28日(金)午後１時まで
収穫市 市内産の野菜、果物を市価よりも
安く販売！10月30日(日)午前11時30分～午
後４時30分、ザ・ブーン正面玄関前で

紅葉鮮やかな太平山リゾート。申し込み、
問い合わせはザ・ブーンへ。☎(827)2301

中央図書館明徳館館長の小国裕実さんが、
千秋公園の歴史を、驚きのエピソードや謎を
紹介しながら分かりやすく解説。受講無料。

11月２日(水)・９日(水)

10月23日(日)午前９時から、
中央図書館明徳館☎(832)9220

申し込み

中央図書館明徳館２階研修ホール

午前の部�10:00～11:30(定員40人)

スライドでみる
千秋公園と佐竹氏

午後の部�14:00～15:30(定員40人)

明徳館
館長講座

明徳地区避難訓練と講演会を
10月23日(日)に開催します

明徳地区町内会連合会の
廣瀬さん☎(834)5874

問い合わせ

時間は午後２時～４時です。受講無料。先着各30人。申し
込みは電話かファクスで、10月24日(月)午前８時30分から市
民相談センターへ。☎(866)2016 ファクス(866)2457

県金融広報アドバイザーの
齋藤廣勝さんが多重債務予防
や自殺予防につながる〝確か
な生活設計〟の立て方を解説。

心にゆとりあるくらしを！

西部�11月 ８日(火)、西部市民サービスセンター３階で
雄和�11月15日(火)、雄和市民サービスセンター２階で
河辺�11月22日(火)、河辺市民サービスセンター３階で
北部�11月29日(火)、北部市民サービスセンター３階で

講座生活設計

「恋人の聖地(※)」として認定された土崎地区。「結び」をキーワー
ドにしたさまざまな催しに参加して、地域、家族、人の絆を深めよう。

11月13日(日)午前10時～午後５時 土崎周辺

10月23日(日)午前９時から明徳地区の避難
訓練を行った後、午前11時20分から明徳地
区コミセンで、東日本大震災の支援活動を行
った市消防署員が講話(明徳地区のかたはど
なたでも参加できます。無料。直接会場へ)。

結び石

恋人の聖地・土崎湊町 恋のまち

ファクスかＥメールに、参加したい催し名、住所、氏名、年
齢、性別、電話番号を書いて、土崎湊恋のまち推進協議会
ファクス(816)0715 ☎(846)5799
Ｅメール　takahashi@akitaken-trading.com

申
し
込
み
・

問
い
合
わ
せ

★歩行者天国(10:00～14:00)…旧国道の「土崎駅入口」から「港入
口」まで歩行者天国に！ 楽しく、おいしい出店もいっぱいです！！

★婚活セミナー(13:30～14:30)…どなたでも参加できます。占い
館1999を経営している嶋田信子さんが「異性に好かれる人間づく
り」と題して講演します。会場は秋田ベイパラダイス２階ドリーム
タイム(セリオン向かい)。参加無料。定員120人。申し込み必要。

★婚活パーティー(15:00～17:00)…独身のかたが対
象。軽食を食べながらゲームなどを楽しもう。会場は秋
田ベイパラダイスのドリームタイム。参加費男性3,000
円、女性1,000円。定員男女各30人。申し込み必要。

★湊町散策(10:00～14:00)…土崎神明社から〝結び石〟まで散策。
参加無料。車でお越しのかたは秋田ベイパラダイス、旧三益宮殿(パ
チンコ店)駐車場へ。正午から〝結び石〟で楽しいイベントも開催。

※NPO法人地域活性化支援センター(静岡市)が観光地域の広域連携を目
的に、プロポーズにふさわしいロマンティックなスポットを「恋人の
聖地」として認定(全国で100か所以上)。土崎地区は今年１月に認定
され、セリオン近くの公園にモニュメント〝結び石〟もできました。
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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。
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。

住民票(写)や戸籍証明書などを発行す
る自動交付機を使うときは「あきた●
●カード」が必要です。●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、10月31日(月)(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10月７日、21日号の｢広報あきた｣の記事中に！

230

秋田駅西口のフォンテＡＫＩＴＡ６階に
ある「情報●●コーナー」で秋田市の
情報をゲットしよう！ ●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。

●９月16日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝エイジ「フレンドリー」シティ 問２＝高齢者「コイン」バス
応募総数141通、全問正解136通でした。
当選者�大久保義勝(八橋)、岡村泰子(川尻)、コスモス(新屋)、佐々木朋子(仁井田)、広面Ｔ・Ｔ(広面)
ぶちさん(泉)、ぶどう狩(新屋)、まーちん(泉)、ゆうわのバァー(雄和)、レイコヤン(寺内) ＝敬称略＝

読者のひとことは
４～５ページで紹介！

福祉の仕事をお探しのかたと来春卒業
予定の学生のかた、福祉分野の企業
(ハローワーク秋田管内)が対象。面接
希望のかたは直接会場へ。参加希望企
業は11月１日(火)までハローワーク秋
田へお申し込みを。ハローワーク秋田
☎(864)4111(音声案内後、41♯)

日時／11月11日(金)午後１時30分～
３時30分(受け付けは午後１時～)
会場／秋田ビューホテル４階　

マンション管理電話相談　
マンション管理士が相談に応じます。
日時／平日の午前10時～午後４時
相談電話／一般社団法人 秋田県マン
ション管理士会☎(868)1383
精神障がい者家族相談　NPO法人秋
田けやき会の相談員が相談に応じま
す。直接会場へ。日時／11月11日(金)
午前10時～午後３時　会場／市老人
福祉センター２階和室(八橋) 問い合
わせ／秋田けやき会☎(833)1580

金足鳰崎にある秋田県立博物館の喫
茶(厨房16㎡、客席数50席)の営業者
を募集します。申し込みは11月10
日(木)まで受け付け。詳しくは、秋田
県立博物館へどうぞ。☎(873)4121
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ツアー
10月30日(日)
午前９時～午後４時30分

コース 仁別のザ・ブーン集合�河
辺の果樹園・岨谷峡散策�(昼食)�
雄和でダリアの摘み取り体験とダリ
ア染め体験�雄和で大根収穫体験�
ザ・ブーンで解散

参加費1,800円(昼食代、体験料
含む)。先着15人。申し込みは10月
24日(月)午前10時から河辺雄和商工
会へどうぞ。☎(882)3523

まるごと 南地区コミセン
開設30周年記念講演会
10月29日(土)午後１時30分～
南地区コミセン(御野場一丁目５-1)

第51次南極観測隊に同行した
秋田魁新報社記者の安藤伸一さん
(写真)が「氷海を越えて」と題して
講演します。市消防
署員による防災の講
話も。入場無料。直
接会場へどうぞ。

三浦館見学会
11月11日(金)・12日(土)・13日(日)
①午前10時～11時30分 ②午後２時～３時30分

往復はがき(はがき１枚に２人まで)に、郵便番号、住所、氏名、電話番
号、見学希望日時(第３希望まで)を書いて、10月30日(日)まで、
〒010-0121金足黒川字黒川178 三浦館保存会事務局☎(873)6709

申
し
込
み

色鮮やかな木々に囲まれた三浦館を見学してみませんか。参加費700円
(茶菓子代含む)。定員各30人(応募状況により調整)。

国指定
重要文化財

重厚な造りの主屋

御野場地域センター
☎(839)2720

問い合わせ

岨谷峡

10月29日(土)午後１時30分か
ら、仲小路で仮装パレードを開催！
また、10月31日(月)まで、仲小路商
店街で特別メニュー・サービスを実
施中。詳しくは実行委員会へどうぞ。
☎(833)2843(食器のさかいだ内)

仲小路でハロウィーン

防災気象講演会
11月７日(月)13:30～16:30
県庁第二庁舎８階大会議室

気象庁気候情報課調査官の及川義
教さんが「地球温暖化のリスク管理」
をテーマに、秋田大学大学院工学資
源学研究科教授の松冨英夫さんが
「津波防災」をテーマにそれぞれ話
します。入場無料。直接会場へ。

秋田地方気象台防災
業務課☎(864)3955

問い合わせ
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11月６日(日)13:00～14:30

～これからの社会と女性の品格～

入場無料。お気軽ご参加くだ
さい。申し込みは、秋田県立大
学企画チームへ。☎(872)1522
Ｅメール koho_akita@akita-pu.ac.jp

県立大学秋田キャンパス
(下新城中野字街道端西241-438)

昭和女子大学学長

坂東眞理子さんの講演

秋田県立大学公開講演会




