勝平コレクション

後期展

中国版画にみる
招福と平安の世界
11月12日(金)１月16日(日)
午前９時30分〜午後４時30分

赤れんが郷土館

童子舟遊図

木版画家・勝平得之が収集した「年画」と

大森山動物園「いい夫婦の日」
11月21日(日)午前10時〜午後２時
参加費１組2,200円(入園料込み。年間パスポートは使用不可)
夫婦先着22組限定！ お子様連れはご遠慮ください。園長
の講話と園内ガイド、動物との記念写真など。スペシャル
ランチと遊園地アニパの観覧車利用券付き。
申し込み

11月15日(月)午前９時から
大森山動物園☎(828)5508

呼ばれる中国版画の魅力を紹介します。一般
200円、中学生以下無料。

郷土の偉人・石井露月を知る

※11月８日(月)〜11日(木)は臨時休館します。
問い合わせ

赤れんが郷土館☎(864)6851

11月27日(土)午前10時30分〜午後３時
文化会館小ホール

楽しくつくる工芸品

秋田市文化シンポジウムとして、大阪成蹊短期大学名
誉教授の和田克司さんの講演「石井露月と正岡子規」とシ
ンポジウム「露月を語る」を開催。先着400人。当日受付。

市内の工芸作家の指導で工芸品を作ります。
日時 11月28日(日)午前10時〜午後３時

●同時開催「石井露月名品展」 11月25日(木)から

会場 アトリエももさだ(新屋)
材料費 各2,000円

参加無料

28日(日)まで、午前10時〜午後４時、文化会館展示室で。
入場無料。未公開の「軸装」などを展示します。

定員 先着各10人

問い合わせ 雄和図書館☎(886)2853

犬のしつけ
接し方

パピー教室

11月27日(土) 午前10時〜11時30分
申し込み

ア

ル

11月10日(水)午前９時30分から
赤れんが郷土館☎(864)6851
ヴ

ェ

デ

ALVE de ヨルカイギ
11月30日(火)午後７時〜９時

秋田市保健所(八橋)

受講無料

市内に住む犬の飼い主さんが対象です。同伴できる犬は
生後４〜８か月で、平成22年度の狂犬病予防注射を受けて
いる犬です(抽選８組)。飼い主さんだけでも参加できます。
犬のしつけや接し方の実技指導、個別相談。詳しくは、市
保健所衛生検査課へ。☎(883)1182

アルヴェ３階 市民交流サロン

★申し込みは往復はがきで(11月12日(金)必着)

秋田美人をプロデュース 地域から元気を発信！
ゲストは、モデルクラブStellA(ステラ)代
表・ファッションチームShowMe(ショーミ
ー)代表の原田裕成さん。無料。定員20人。
申し込み 市民交流サロン☎(887)5312

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

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〜

11/５(金)11/９(火)

11/10(水)11/16(火)

●市民リポーターが紹介
〜男女共生フォーラム
●秋田ヲ叫べ！ 秋田ノーザ
ンハピネッツ始動

●市民リポーターが紹介
〜千秋美術館企画展「語
りかける風景」
●秋田市ほっと情報

※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 ●11/28(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」
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〜
毎週水 午後 2 時00分〜
エフエム椿台 午後スタ

●ウオーキング講座を開催

］●エイズ予防について
●「広報あきた」から
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催し物
あき た だいがく

秋田大学テクノフェスタ
理化学用ガラス細工の実演・体験、
液体窒素の不思議、野菜からDNA抽
出実験など。無料。直接会場へ。
日時／11月６日(土)午前10時〜午後
５時 会場／アルヴェきらめき広場
●問い合わせ 秋田大学総合技術部
企画実行委員会☎(884)6192
げん き

ふるさとが元気になるフォーラム
秋田県立大学教授の荒樋豊さんの講
演「若者のパワーを取り入れた地域
づくりの在り方を探る」とパネルデ
ィスカッション。参加無料。
日時／11月７日(日)午後１時〜４時
会場／遊学舎(上北手) 定員／120人
●申し込み (社)あすの秋田を創る
協会☎(839)8191
しょく

あんぜんこうえんかい

食の安全講演会
食生活ジャーナリストの佐藤達夫さ
んが、安全な食品の選び方・食べ方
について講演します。参加無料。
日時／11月９日(火)午後１時30分〜
３時 会場／アルヴェ２階多目的ホ
ール 定員／200人
●申し込み 市消費者センター
☎(866)2016 ファクス(866)2457
ふ どうさん

こうえんかい

そうだんかい

不動産の講演会・相談会
「不動産の利用と成年後見制度」と
題し、司法書士の児玉傳一郎さんが
講演。不動産鑑定士、弁護士などに
よる相談会も。無料。直接会場へ。
日時／11月11日(木)午後３時〜５時
30分 会場／アキタパークホテル
●問い合わせ 秋田県不動産コンサ
ルティング協会事務局☎(865)4333
かい かつどうしゃしんてん

ご し ょ の が く い ん ひょう げ ん か

は っ ぴょう か い

御所野学院表現科の発表会
御所野学院の中・高校生が、能、太
極拳、太鼓などを披露。作品展示や
茶道の実演も。無料。直接会場へ。
日時／11月13日(土)午前９時〜午後
３時 会場／御所野学院
●問い合わせ 御所野学院高等学校
☎(889)9150
でんとうぶん か

かた

つど

みなと伝統文化を語る集い
講演「秋田弁の由来と昔っこ」と港
囃子などの芸能。無料。直接会場へ。
日時／11月13日(土)午後１時〜４時
30分 会場／土崎公民館
●問い合わせ 土崎公民館
☎(846)1133
こうえんかい

講演会「いのちの大切さ」
「そのままのあなたが素晴らしい」と
題し、さかもと動物病院院長の坂本
尚志さんが講演。無料。直接会場へ。
日時／11月13日(土)午後１時10分
〜２時50分 会場／秋田温泉さとみ
●問い合わせ 市立秋田総合病院臨
床検査科☎(823)4171(内線2612)
あら や

しゃしんさつえい

うたごえきっ さ

日時／11月13日(土)・14日(日)、午
後２時〜５時 会場／歌声喫茶アラ
ジン(中通) 参加費／1,000円(コ
ーヒー付き) 定員／先着40人
●申し込み 11月６日(土)午前10時
から歌声喫茶アラジン☎(893)3391
うた

き

たの

つど

カラオケで歌って聴いて楽しむ集い
参加無料。直接会場へ。歌うかたは
申し込みが必要(先着30人。申し込
みは11月８日(月)から。賞品あり)。
日時／11月19日(金)午後１時〜４時
会場／秋田市御所野交流センター
●問い合わせ 秋田市御所野交流セ
ンター☎(826)0671
せ だ い か ん こ う りゅう か い

世代間交流会
ビームライフル、ボール送りなどの
ゲームと白玉ぜんざい作り。無料。
対象／北部地域の小学生の親子
日時／11月20日(土)午前10時〜午
後零時30分 会場／北部公民館
定員／先着15組
●申し込み 11月８日(月)午前９時
から北部公民館☎(873)4839
さ た け じょう か

ある

かい

佐竹城下を歩く会

新屋地域の散策と写真撮影、大森山
電波塔ライトアップの撮影。フォト
コンテストも開催。カメラ(コンパク
トデジカメも可)をお持ちください。
日時／11月13日(土)午後１時〜６時
集合場所／公立美術工芸短大駐車場
参加費／無料 定員／20人
●申し込み NPO法人新屋参画屋
の石塚さん☎(828)8561

保戸野社寺巡りと保戸野郭考察。11
月20日(土)午前10時、通町橋に集
合。参加無料。詳しくは、歴史作家
の土居輝雄さんへ。☎(832)8708

あき た けんはな

さいてん

医師・中村哲さんの、アフガニスタ
ンでの現地活動の写真展。入場無料。
日時／11月11日(木)から14日(日)ま
で、午前10時〜午後５時(12日(金)
は正午〜) 会場／ジョイナス(千秋)
●問い合わせ ペシャワール会秋田
支部の小松さん☎(862)5644

花きの品評会・展示・販売、フラワ
ーショーなど。入場無料。
日時／11月13日(土)午前９時〜午後
６時。11月14日(日)午前９時〜午後
４時 会場／アルヴェきらめき広場
●問い合わせ 実行委員会(県農畜
産振興課内)☎(860)1804
あき た けん

か

し

日本建築家協会の講演会

秋田県お菓子フェスタ

建築家の西沢立衛さんが、近年手が
けてきたプロジェクトや設計思想に

和菓子・洋菓子の実演販売、銘菓
100円均一、抽選会など。入場無料。

広報あきた 平成22年11月５日号

なつ

懐かしの歌声喫茶

新屋＆ライトアップ写真撮影ツアー

秋田県花の祭典

こうえんかい

詳しくは秋田県菓子工業組合青年部
の片谷さんへ。☎080-3145-5004
日時／11月13日(土)午前10時〜午
後５時。11月14日(日)午前10時〜
午後４時 会場／秋田まるごと市場

たいせつ

ペシャワール会 活動写真展

に ほ ん け ん ち く か きょう か い
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ついて講演します。直接会場へ。
日時／11月12日(金)午後２時10分
〜３時40分 会場／アルヴェ２階
多目的ホール 参加費／無料
●問い合わせ (株)渡辺佐文建築設
計事務所の池田さん☎(863)8431

だいがくこうえんかい

ノースアジア大学講演会
「今こそ相撲史を」と題し、脚本家
の内舘牧子さんが講演。受講無料。
日時／11月20日(土)午後１時〜２時
30分 会場／ノースアジア大学
●申し込み ノースアジア大学
☎(836)6592
あき た

し かんげんがくだんてい き えんそうかい

秋田市管弦楽団定期演奏会
曲目はチャイコフスキー「冬の日の
幻想」、ムソルグスキー「禿げ山の一
夜」など。詳しくは、事務局の伊藤
さんへどうぞ。☎(823)1192
日時／11月21日(日)午後２時〜
会場／文化会館 入場料(前売り)／
一般1,000円(当日1,200円)、小・
中・高校生500円(当日600円)

