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ピアノ・バイオリン・コントラバス

宝くじ文化公演・文化会館自主事業

トリオ・リサイタル

ゴスペル
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秋田市文化振興助成事業。出演は山
田朗子さん(ピアノ・秋田市出身)、伝

12月15日(水)

日本におけるゴスペルブームの先駆者〝ヘヴンリィ・クワイヤー〟。
爆発的なエネルギーと魅力的なパフォーマンスでクリスマスソングなど
を熱唱します。曲は「アメイジンググレイス」
「サイレントナイト」
「オー
ハッピーデー」ほか。なお、未就学児の同伴、入場はご遠慮ください。

は「ツィゴイネルワイゼン(サラサー
テ)」「大協奏曲(ボッテジーニ)」な
ど。入場料2,000円。チケットは秋
田駅トピコ、秋田大学生協(手形店)、
ヤマハミュージック東北秋田店で。

一般2,000円(当日2,500円)

師走の都大路をめ
ざす高校生たちを応
援しよう。当日は交
通規制のため、コー
ス周辺は渋滞が予想
されます。ご協力を
お願いします。

●男子 午前10時八橋陸上競技場ス
タート 山王十字路折り返し 臨海大
橋 秋田南バイパス 雄物大橋 新屋
日吉町 豊岩 秋田南大橋御所野ニ
ュータウン横山金足線 手形山大橋
外旭川四ツ屋街道 国道７号臨海十
字路八橋陸上競技場ゴール
●女子 午前11時20分
一つ森公園西側駐車場ス
タート  荒巻南交差点 
横山金足線 以後ゴール
まで男子と同じ
問い合わせ

秋田県高等学校体育連盟
☎(833)8080

ボランティア募集
詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
☎(866)2034

テレビ
ガイド

宝くじの助成による
特別料金です！

前
売 高校生以下1,000円(当日1,000円)
り ＊文化会館、市内プレイガイドで発売中。
券

＊前売りで完売した場合、当日券はありません
問い合わせ
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キング・オブ・ゴスペル！

午後６時30分開演 文化会館大ホール

田正秀さん(バイオリン・仙台フィル
コンサートマスター)、諏訪部百合さ
ん(コントラバス・仙台フィル)。曲目

ヤマハミュージック東北
秋田店☎(835)5091

クリスマス

Gospel in Christmas

10月31日(日)午後２時開演
文化会館小ホール

問い合わせ

イン

文化会館☎(865)1191

中央公民館

地域別学習講座

中央公民館では、公民館運営協力委員と協力し、管内地域の話題や歴史
などを取り上げた、地域別の学習講座を開催します。参加無料。申し込み
は、10月18日(月)午前９時から中央公民館へ(先着順)。☎(824)5377
内容(講師)

日時

地区

歩いてハミングロード
を知ろう(泉学区環境保
健部長 若松ナミさん)

泉

会場

定員

泉語らいの家
10月26日(火)
(泉中央六丁目秋操 50人
10:00〜12:00 近隣公園内)

市立体育館駐車場
歩いて知る八橋・寺内
八橋 10月27日(水)
集合、寺内地区コ 50人
史跡巡り(秋田市観光案
寺内 10:00〜12:00
ミセン解散
内人 千葉美栄さん)

有楽町の移り変わり
中央公民館学習室１
10月28日(木)
100人
(秋田県映画センター事 中通
10:00〜12:00 (文化会館５階)
務局長 吉田幸雄さん)
生活習慣病の話
市立秋田総合病院
川尻 10月28日(木)
(市立病院消化器・代謝
旭南 13:30〜15:00 ２階講堂
内科 三浦岳史医長)

70人

茶町界隈の話
旭北 10月29日(金)
旭北地区コミセン
(旭北地区町内会連合会
保戸野 10:30〜12:00
会長 中谷久左衛門さん)

50人

５ AAB おはよう秋田市から
月〜木 午前10 時30分〜
分
間 ABS こんにちは秋田市から
テ
金 午前11 時25分〜
レ
土 午前11 時40分〜
ビ
日 午前11 時55分〜
番
組 AKT こんばんは秋田市から

水 午後10 時 54分〜

10/15(金)10/19(火)
●市民リポーターが紹介
〜八橋老人いこいの家
●秋田市ほっと情報

10/20(水)10/26(火)
●まちをぶらり散歩
〜楢山日曜はしご市
●市民リポーターが紹介
〜自転車で西部地域を散策

※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。

15 ●10/31(日)午前７時30分〜 ABS おはよう秋田市長です「雄和を満喫しよう」
分

ラジオ

エフエム秋田 秋田市マンデー555 毎週月 午後 ５ 時55分〜
ABSラジオ 秋田市今週のいちネタ 毎週火 午前10 時30分〜
エフエム椿台 午後スタ

毎週水

午後 2 時00分〜

●10月23日に男女共生フォーラムを開催

］●千秋美術館企画展「語りかける風景」
●「広報あきた」から
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まんたらめ

案内
ぼ しゅう

ホストファミリー募集
ＪＩＣＡ(国際協力機構)の青年研修事
業で来日する、フィリピン(公用語・
英語)の観光振興グループの受け入れ
家庭を募集します。
期間／11月20日(土)・21日(日)
募集人数／16家庭(１家庭１人)
●申し込み 10月25日(月)まで、
ＪＩＣＡ秋田デスク☎(864)1181

を親しむ２日間！ 参加費3,000円(宿泊費・食事代など)。定員15組(応募
多数の場合は10月22日(金)に公開抽選)。秋田駅東口から送迎バスが出ます。
申 はがき(１家族１枚)に住所、氏名(全員)、電話・ファクス番号を書い
し
込 て、10月21日(木)(必着)まで、〒010-0824仁別字マンタラメ227-1
み 「まんたらめ」☎(827)2171
ア

ご う ど う しゅうしょく め ん せ つ か い

合同就職面接会
来春の高卒予定者と県内企業を対象
とした就職面接会を行います。参加
を希望する企業は県雇用労働政策課
にある申込用紙(県ホームページから
ダウンロード可)で、11月12日(金)ま
でお申し込みください。高校生は、
学校を通じて申し込んでください。
日時／11月25日(木)午後１時〜４時
会場／秋田ビューホテル４階
●問い合わせ 県雇用労働政策課
☎(860)2336 ファクス(860)3833
けんてい

し けん

検定と試験
秋田ふるさと検定 申し込みは10月
29日(金)まで。申し込み方法や受験
料など、詳しくは秋田商工会議所へ。
☎(866)6679 試験日／11月14日
(日)、３級は午前10時30分〜正午、
１・２級は午後１時30分〜３時10分
会場／県社会福祉会館(旭北栄町)
危険物取扱者試験 日時／11月28日
(日)午前10時〜 会場／文化会館(山
王)、県社会福祉会館(旭北栄町) 受験
料／甲種5,000円、乙種3,400円、丙
種2,700円 申し込み／消防署などに
ある願書で、10月27日(水)まで、(財)
消防試験研究センター秋田県支部(中
通の県畜産会館６階)☎(836)5673

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。

泊２日

11月13日(土)・14日(日) １
秋の
太平山自然学習センター「まんたらめ」
ー
リ
ファミ
中学生以下のお子さんとその家族が対象です。紅葉の
プ
ン
ャ
まんたらめ周辺散策や自然素材を使った工作、ピザ作り
キ
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ALVE de ヨルカイギ
10月27日(水)午後７時〜９時
アルヴェ３階 市民交流サロン

テーマ
秋田から発信！
新しいＡ級スナックフード
〝たこたんぽ 〟の戦略

ゲストは、たこたんぽ本舗運営者代表の千葉尚志さん。たこたんぽ発案
の経緯やツイッターなどを使った情報発信についてお話しいただくほか、
参加者とのフリートークも。参加無料。定員20人。
申し込み

文
化
財
め
ぐ
り

10月26日(火)午後７時まで、市民交流サロン☎(887)5312

石
井
露
月
資
料
室

11月５日(金)
午後１時〜４時

雄和出身の俳人・石井露月を
テーマに石井露月資料室(雄和
図書館)や露月山廬書斎(雄和女米木)
を見学。参加無料。先着20人。
申し込み

10月18日(月)午前８時30分から、
文化振興室☎(866)2246

広報クイズ●
申
し
込
み
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１

落ち葉が舞い散る季節ですね。11月は
秋の●●月間。みんなで公園や道路な
どをきれいにしよう！ ●に入るのは？

２

倉田よしみさんが漫画にしてくれた絆
のエピソード。みうちゃんとさくらち
ゃんの二人が頑張った競技は？

※答えは10月１日、15日号の｢広報あきた｣の記事中に！

応
募
方
法

中学校文化
フェスティバル
入場無料。詳しくは、学校教
育課へどうぞ。☎(866)2244
◆ステージ発表 学校ごとに演
奏、郷土芸能などを発表。
日時／10月23日(土)午後１時30
分〜４時30分 会場／文化会館
大ホール 参加校／秋田西・太
平・秋田北・上新城・将軍野・御
野場・飯島・雄和・秋大附属
◆作品展示(市内中学校生徒の書
道、絵画など) 期間／10月22
日(金)から24日(日)まで、午前９
時〜午後４時30分(24日は午後
４時まで) 会場／文化会館地階

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29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
※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17日号の当選者

読者のひとことは
６〜７ページで紹介！
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前回のクイズの答え 問１＝「19」回目
問２＝「アキ」タッチ
応募総数134通、全問正解129通でした。
当選者伊藤徳子(外旭川)、打矢智美(将軍野)、およね(保戸野)、近藤俊一(将軍野)、佐藤信也(外旭川)
菅原宏司(新屋)、多田堅太朗(泉)、まさこかあさん(牛島)、ミルク(御所野)、もみじ(広面) ＝敬称略＝

広報あきた 平成22年10月15日号

