
むし歯や歯周病など、歯の健康の相
談に歯科衛生士が応じます。
日時u９月25日(金)9:30～12:00
会場u市保健センター(八橋)
申込u保健予防課☎(883)1178

■秋大医学部附属病院「がんの痛みの
治療教室」精神症状などについて。
日時u９月９日(水)14:00～15:00
会場u同病院内図書室(広面字蓮沼)
問u同病院医事課☎(884)6039
■中通病院｢生き活き健康フェア｣
健康相談、骨密度･血圧測定など。
日時u９月19日(土)10:00～14:00　
会場u秋田市民市場(中通)　問u社会
医療法人明和会☎(834)6461
■老若男女テニス交流会 日時u９月
25日(金)9:30～　会場u北野田公園テ
ニスコート(河辺) 参加費u１人300
円　先着u32チーム(１チーム４人以
上) 申込u９月７日(月)から受け付
け。申込方法は、秋田市総合振興公

社へお問い合わせを。☎(829)0221
■ぶりこテニス大会＆Fifty はたはた
テニス大会 種目uぶりこ＝女子ダ
ブルスC･ビギナークラス、はたは
た＝50歳以上ダブルス団体戦　日時
u10月６日(火) 会場u県立中央公園
テニスコート(雄和) 参加費uぶり
こ＝１組3,200円、はたはた＝１人
1,600円　申込u９月15日(火)まで日
本女子テニス連盟秋田県支部の後藤
さん☎090-2365-7702
■グラウンド･ゴルフ交流大会　日時
u10月12日(月)7:30～　会場u太平山
グラウンド ･ゴルフ場　参加費
u1,000円 先着u320人　申込u締め
切りは10月２日(金)。申込方法は、秋
田市グラウンド･ゴルフ協会の高橋さ
んへお問い合わせを。☎(845)7338
■秋田赤十字病院市民公開講座～が
ん治療の最前線 日時u11月１日(日)
13:30～15:30　会場u県総合保健
センター２階大会議室　定員u180
人　申込u締め切りは９月28日(月)。
申込方法は、同病院企画調査課へお
問い合わせを。☎(829)5000

＊スペースの都合などにより、「情報チャンネルa」に掲載依頼があったものすべてを掲載できない場合があります。ご了承ください。
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ABS こんにちは秋田市から

月・水曜日　15:50～

水曜日　22:54～

９/20(日)11:40～11:55 ●“いーぱる”がオープン！

AAB いきいき秋田市から

５
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間
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AKT こんばんは秋田市から

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

毎週月曜日　17:55～

毎週火曜日　10:30～ ］

金曜日　11:25～
土曜日　11:40～
日曜日　11:55～

＊番組内容は、変更になる場合があります。
＊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。

９/４(金)

わがまち大好き秋田市長です(月１回)

●国勢調査にご協力を！
●マイナンバー制度

９/９(水)

９/11(金)

９/16(水)
▼

ABS

▼

ラ
ジ
オ

放送日程は広報広聴課へ
☎(866)2034

エフエム椿台  午後スタ 毎週水曜日　14:00～

●市民リポーター番組～国勢調査
●秋田市ほっと情報

●市民リポーター番組～秋田市の起業支援
●市民リポーター番組～シリーズ･市役所のお仕事

歯科
し か

健康相談
けんこうそうだん

65歳以上で要介護認定を受けていない
かたが対象です。介護保険施設などでボ
ランティア活動をして、集めたスタンプをポイントに換える
と、年間最大5,000円の交付金が受けられます。
ご希望のかたは、下記日程の講習会を受けてください。介

護保険被保険者証と保険料230円を持って、直接会場へお越
しください。秋田市社会福祉協議会☎(862)7445

介護支援ボランティア登録講習会　　　　　　

日時(いずれか１日)u９月17日(木)、10月14日(水)、10:00～12:00
会場u市老人福祉センター３階会議室(八橋)

シルバー
人材センター
会員募集
秋田市シルバー人材セ

ンターでは、健康で働く

意欲のあるおおむね60歳

以上のかたを対象に会員

を募集しています(年会費

3,500円)。会員には企業

や家庭などから引き受け

た仕事を紹介し、内容な

どに応じて報酬をお支払

いします。

また、仕事に結びつく

技能の取得と向上のた

め、各種技能講習会も開

催しています。

入会説明会u毎月第２･第
４水曜日(祝日を除く)の
13:30～、秋田市シルバー
人材センター(八橋の秋田
市老人福祉センター内)
で。直接会場へお越しく
ださい
……………………………

各種お仕事引き受けます
仕事内容、料金などは

下記へご相談ください。

問い合わせ

秋田市シルバー人材セン
ター☎(863)5900

20



来年２月20日(土)･21日(日)に文化会
館で上演する、幕末の秋田を舞台に
した創作演劇舞台｢あきたヒストリ
ーシアター2015｣の役者、スタッフ
を10人程度募集します。稽

けい

古
こ

は毎週
日曜の13:00～21:00。面談と台本
の読み合わせを行う選考会を９月27
日(日)13:00から行います。
対象u13歳以上のかたで演劇経験不問
(高校生以下は保護者の同意が必要)
申込u文化会館にある応募要項(下記
ホームページでも入手可)に必要事項
を書いて、９月20日(日)まで同館
へ。☎(865)1191
http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/ch/

■人権相談 高齢者や障がい者に対
する虐待など。９月７日(月)から11
日(金)までの8:30～19:00と、12日
(土)･13日(日)の10:00～17:00　
相談電話u0570-003-110
■精神障がい者家族相談 日時u９月
18日(金)10:00～15:00　会場u市老
人福祉センター２階(八橋) 問uNPO
法人秋田けやき会☎(833)1580
■法律相談　法律、相続などの相談
に西野三紀子弁護士が応じます。
日時u９月28日(月)10:00～12:00　
会場u市老人福祉センター(八橋) 先
着u６人　申込u９月７日(月)10:00か
ら市社協ふれあい福祉相談センター

☎(863)6006(電話のみ)

■旧校舎でそばを楽しむ会 そばの
石臼挽きを体験。日時 u９月12日
(土)･26日(土)･27日(日)、11:00～、
12:00～、13:00～(各１時間半程
度)　会場u旧上新城中学校 参加費
(昼食代込み)u1,300円(小学生以下
650円) 先着u各10人　申込u上新城
ノーザンビレッジ☎(884)7441
■明徳館こんわ会「館長と語る会」
ほくとライブラリー明徳館の小国館
長や司書と、「中･高校生と明徳館｣を

テーマに語り合います。日時u９月
18日(金)13:30～15:30　会場uほく
とライブラリー明徳館　先着u30人
申込u同会の岩見さん☎(836)7412
■死別の体験を語る｢クレマチスの会｣
大切な人を失った苦しみや悲しみを
語り合い、分かち合います。遺族の
個人ケアは要予約。日時u９月19日
(土 )13:00～ 16:00(個 人 ケ ア は
15:20～)　会場u県社会福祉会館(旭
北)　お茶代u300円　申込u９月18
日(金)まで秋田グリーフケア研究会

☎080-5000-8706
■秋田少年鑑別所見学会 入所少年
の生活に関する展示や所長の講話な
ど。日時 u９月26日 (土 )10:00～
11:30　定員u20人 会場･申込u秋
田少年鑑別所(八橋)☎(862)3771
■ホストファミリー募集 JICA(国際
協力機構)の事業で来日するネパール
の公務員15人(英語で対応)のホスト
ファミリーを募集します。宿泊日は
10月10日(土)～11日(日)の１泊。１
家庭１～２人。申込u９月18日(金)ま
でNPO法人秋田国際交流友の会の佐
藤さん☎090-6622-6435
■招福狐行列の子狐を募集 10月
10日(土)15:00から通町商店街で行
われる｢招福狐の行列｣に、狐のメイ
クで参加するお子さんを募集しま
す。対象u４歳～小学３年生(保護者
の同伴が必要。保護者も狐メイクで)　
参加費u1,000円　先着u20人(衣装
サイズには限りがあります)
申込uはがきに住所、氏名、年齢、電
話番号、身長、性別を書いて、９月
15日(火)(必着)まで、〒010-0912
保戸野通町3-26 招福狐の行列実行
委員会事務局☎(862)6837
■第２回国際俳句大会 国民文化祭
あきた2014成果継承事業。日露俳
句コンテストの結果発表と表彰やフ
ォト俳句展、ワークショップなど。
日時u10月13日(火)13:30～15:00
会場u国際教養大学Ｄ棟104教室
問u秋田国際俳句･川柳･短歌ネット
ワークの蛭田さん☎(824)2188
■高専ロボットコンテスト･東北大
会の観覧者を募集 日時u10月25日
(日)13:00～17:00　会場u市立体育
館 定員u600人程度(定員超は抽選)
申込u詳しくは次のホームページを

ご覧ください。締め切りは９月25日
(金)(必着)。秋田高専内高専ロボコン
東北地区大会事務局☎(847)6020
http://www.ipc.akita-nct.ac.jp
■｢キッズビジネスタウン｣に参加す
る小学生を募集 高校生が模擬的に
開設した街で、就業･買い物体験！
日時u10月31日(土)10:00～15:00　
会場u秋田商業高校　参加費u500円　
定員u300人　申込u締め切りは９月
30日(水)。申込方法など詳しくは、
同高校の石田さんへお問い合わせく
ださい。☎(823)4308
■里親登録者を募集 10月から11
月にかけて里親登録を希望するかた
への研修を行います。興味のあるか
たは、お問い合わせください。
問u県中央児童相談所☎(862)7311

がん患者さんのリハビリについて、理
学療法士が話します。車で来たかたに
駐車場無料スタンプを押します。
日時u９月17日(木)13:15～13:45
会場u市立病院２階講堂
問u市立病院がん相談支援センター

☎(823)4171

種目はミニテニス。小･中学生は保護
者同伴でどうぞ。定員各20人。
日時と会場 u９月９日(水)19:00～
21:00、高清水小学校体育館で。９
月16日(水)19:00～21:00、土崎小
学校体育館で　保険料u各30円
申込uスポーツ振興課☎(866)2247

情報チャンネルa

・料金の記載がないものは無料です
・申込方法がないものは直接会場へ

案　内

■文中｢SC｣はサービスセンターの略です。
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・料金の記載がないものは無料です
・申込方法がないものは直接会場へ
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無
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料
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相談
そうだん

へどうぞ

学校開放
がっこうかいほう

スポーツ教
きょう

室
しつ

創作演劇
そうさくえんげき

舞
ぶ

台
たい

の出
しゅつ

演者
えんしゃ

を募
ぼ

集
しゅう

いきいきサロン

体を動かそう
ＡＤＬ体操

参加無料。動きやすい服装

で直接会場へどうぞ。

八橋老人いこいの家
☎(862)6025

対象 65歳以上のかた

９月９日(水 )
10:00～12:00　

日時

会場
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