
ボランティア募集

11/21(金) 11/25(火)
●はばたけ秋田っ子
「中学校文化フェスティバル」
●秋田商業高校
「AKISHOP(アキショップ)」

11/26(水) 12/２(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●11/30(日)午前７時30分～ ABSおはよう秋田市長です「きずなの秋」

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
］●大森山動物園さよなら感謝祭●除排雪にご協力を

●「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。

●市民レポーターが紹介
シェイプアップボクシング
●盲導犬ってどんな犬？
●きずなの秋

市役所１階総合案内、土崎・新屋支所、各公民
館、各コミセンなどにある「申し込み用紙」に
必要事項を書いて、郵送、ファクスで、12月
５日(金)まで、〒010-0001中通二丁目６-２
(財)秋田市駐車場公社へ(申し込み用紙は同公社
のホームページからダウンロードできます)。
☎(832)1181 ファクス(837)1031

日
時

会
場

障害があるかたの日ごろの活
動を発表する３日間。入場無料。

問い
合わせ

心いきいき芸術・文化祭実行
委員会事務局☎(864)2780

秋田県社会福祉会館
(旭北栄町１－５)

心いきいき
芸術・文化祭

★障害者や支援者によ
る、音楽、演劇、舞　
踏など(３日)

★絵画、彫刻、工芸など
の作品展示、手工芸品
などの販売(３日間)

12月２日(火)13:00～16:00
３日(水)10:00～16:00
４日(木)10:00～14:30

浜松市の事例を通した中心市街地に
おける駐車場の在り方について

12月19日(金)
午後１時30分～３時30分

秋田ビューホテル４階光琳

演題

講師 静岡文化芸術大学教授　根本敏行さん

都心商業者や駐車場事業者、行政が協力して、市
民が利用しやすい駐車場ポイントカードシステムの
導入に向けた検討を進めている、浜松市の事例を通
して、秋田市中心市街地における駐車場の在り方に
ついて考えてみませんか。

入場無料　先着100人

もちよりカフェ

年末年始は映画ざんまい！
おすすめの１本を語ろう

テーマに沿った資料などを持ち寄り、みんな
で情報交換しませんか！　参加費100円(お茶、
お菓子代)。先着15人。

12月13日(土)

アルヴェ３階
市民交流サロン

問い合わせ
11月22日(土)午前９時から、
市民交流サロン☎(887)5312

午後２時～３時30分

中心市街地
活性化講演会

みんなで語ろう
テ
ー
マ

申
し
込
み
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大森山動物園

11月30日(日)

今年亡くなった動物たちの慰霊祭のほか、イベン
ト盛りだくさんです。

★動物慰霊祭　11:00～
献花、作文朗読(浜田小児童)など

★感謝祭　12:00～
聖霊高校ハンドベルクワイアの演奏、園内ボラン
ティア・園内教育活動の紹介など
★イベント　
●飼育係のお仕事に挑戦！
(干草運びや治療用吹き矢当てなどを体験)
●ボランティアガイドのお話　
●トナカイ、サンタと記念撮影　

★大森山ゆうえんちアニパでは、観覧車が午後３時
まで乗り放題　

午前11時～午後３時
大人500円 中学生以下無料

問い合わせ 大森山動物園☎(828)5508

さよなら感謝祭

えさやり体験も

今年最後の開園日です！



特許無料相談会 特許、商標などの
相談に弁理士が応じます。11月28
日(金)、12月５日(金)、午前10時～午
後４時、県庁第二庁舎で。申し込み
は発明協会秋田県支部☎(824)4282
年末資金相談会　県産業経済労働部、
県信用保証協会、あきた企業活性化
センターが合同で、年末資金確保な
どの相談に応じます。12月８日(月)午
前10時～午後４時30分、県庁第二庁
舎３階で。申し込みは、12月５日(金)
まで秋田地域振興局☎(860)3313
視力低下による目の不自由なかたの生
活困りごと相談 12月14日(日)午前
10時～午後２時、県社会福祉会館で。
直接会場へ。相談電話☎(864)2794
詳しくは、秋田市視覚障害者協会の
照井さん☎(868)3962
多重債務相談会 東北財務局の多重
債務相談員が対応。12月16日(火)午
後１時～５時、秋田財務事務所(山王
七丁目)で。申し込みは、12月９日
(火)まで東北財務局☎022(266)5703

在学・在宅の知的障害者の短期入所
(７日以内)を受け付けます。定員10
人。送迎あり。詳しくは、社会福祉
法人一羊会・杉の木園(山内字上台
15-2)へ。☎(827)2310

企業の人事担当者との対話から再就職
のヒントをつかむ集いです。10人ま
で託児あり(要申込)。11月27日(木)午
前10時～正午、サンパル秋田で。無
料。定員30人。申し込みは21世紀職
業財団秋田事務所へ。☎(866)2100

知
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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！　
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。

ごみ減量アイデア「ecoクッキング」で
紹介した野菜は、ブロッコリーと何？

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、11月28日(金)(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11月７日、21日号の｢広報あきた｣の記事中に！

195

消防法により、平成23年５月31日ま
で設置が義務づけられているのは、住
宅用●●警報器。●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。

●10月17日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝「景観」 問２＝「家族」
応募総数146通、全問正解142通でした。
当選者 あさきち(八橋)、川辺ノリ子(新屋)、ゴナゴナ(手形)、ハロウィン(御所野)、深井優子(寺内)、プチむ
つごろう王国(飯島)、保泉陽子(楢山)、柳田潤子(楢山)、由希ウサギ(新屋)、４姉妹の母(御所野) ＝敬称略＝

読者のひとことは
４～５ページで紹介！

案 内
無
む

料
りょう

相
そう

談
だん

へどうぞ
アクセサリーやポスター、家具など、生徒たちの若さあふれる

感性豊かな作品をご覧ください。

明日のクリエーターたち

卒業制作展

問い合わせ 秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院☎(828)4127

再
さ い
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しゅうしょく

希
き
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流
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会
かい

秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院展

１・２年生作品展

12月13日(土) １月19日(日)

１月22日(木) ２月15日(月)

赤れんが郷土館
午前９時30分～午後４時30分
大人200円、中学生以下無料

会場

第１部

第２部

平成20年度優秀作品

※赤れんが郷土館は、12月８日(月)～12日(金)、12月29日(月)～
１月３日(土)、１月20日(火)・21日(水)は休館します。

①は11月25日(火)、②は11月29日(土)まで、公立美術工芸短大「アト
リエももさだ」へ。☎(888)8137(月曜日を除く9:00～16:30）
※定員割れの場合、中止する場合があります。
※託児あり。申し込み時にお申し出ください。

申
し
込
み

①「ハンドメイドフェルト」
羊毛で作るペーパーウエート

11月29日(土)
午後１時～４時　

５人(抽選)

2,000円

中学生以上の
初心者

②「木工」
えんぴつ立てを作ろう

12月６日(土)
午後１時～４時　

５人(抽選)

2,000円

小学校
高学年以上

対象

定員

受講料

対象

定員

受講料

アトリエももさだアートスクール
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