
ボランティア募集

12/17(金)�12/21(火)

●姉妹都市・常陸太田市
●全国へはばたけ！ 秋田和
洋女子高校バレーボール部

12/22(水)�12/28(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●12/26(日)午前７時30分～ ABSおはよう秋田市長です「平成22年を振り返る」

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
］●12月23日(木)～25日(土)はアルヴェ映画祭●穂積市長が今年を振り返る

●「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。

●秋田市ほっと情報　
●秋田市観光元年の取り組み
～市観光アドバイザーの
吉井靖さんを迎えて　

開館時間／午前10時～午後６時(入館は５時30分まで)

千秋美術館所蔵の「易水離別図(寺崎廣業)」、
「勿来関(平福百穂)」、「雄渾(高橋萬年)」など、
絵画・書の作品約40点を展示。それぞれが表
現した詩や物語の世界をお楽しみください。

絵画・書にみる詩と物語の世界

雄渾(高橋萬年)

会期:１月４日(火)�２月２日(水)

学芸員の作品解説 １月23日(日)午後２時
～。観覧料が必要です。直接、千秋美術館へ。

臨時休館　12月20日(月)から１月３日(月)まで休館します。
消防車両、消防団の行進、
演技(虹色の放水、車両操
作)をご覧ください。午前
９時30分から消防本部車
庫前で先着300人にミニ
まといをプレゼント！

問い合わせ 消防本部総務課☎(823)4000

＊けやき通りは午前９時30分～11時30分、
通行止めになります。
＊午前11時ころ、けやき通りを消防車がサ
イレンを鳴らして走行します。災害とお間
違えのないようにお願いします。

◆冬の図録フェアを２月２日(水)まで開催中！

コレクション展

観覧料／一般300円 高・大学生200円 中学生以下無料

抽象画の世界的作家・岡田謙三と、秋田市出身の洋画家・佐々
木健治。指向が異なる２人の抽象作品を同時に展示します。表
現の違いをお楽しみください。

岡田謙三と秋田の洋画家・佐々木健治
会期:３月13日(日)まで

学芸員の作品解説 １月16日(日)、２月13日(日)、午後２時～。
観覧料が必要です。直接、美術館へどうぞ。

岡田謙三記念館常設展示
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☎(836)7860

スポーツ愛好者の
講話と交歓の夕べ
秋田市スポーツ賞受賞を祝う会と同時開催。

第51次南極観測隊に同行した秋田魁新報社記者
の安藤伸一さんが「氷海を越えて」と題して講
演します。参加費7,000円(食事付き)。

２月４日(金)
午後５時30分～
秋田ビューホテル
定員500人

はずむスポーツ都市

申し込み (財)秋田市体育協会☎(896)5331 安藤さん

千秋美術館 市民活動支援講座

市民活動や地域活動の思いや内容を見直し、
今後の活動につなげませんか。１月22日(土)・
23日(日)、午前10時～午後３時、アルヴェで。
受講無料。定員30人(選考)。申し込みは、ファ
クス、郵送、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、
参加動機、所属団体(あるかた)を書いて、１月
11日(火)まで〒010-8506東通仲町４-１市民交
流サロン☎(887)5312 ファクス (887)5659
Ｅメール cosmo- space@alve.jp

ファシリテーター経験者や関心がある
かたが対象。計画立案の手法、紛糾する場の運
営などを学びます。２月12日(土)午後１時～５
時、２月13日(日)午前９時～午後３時、アルヴ
ェで。受講無料。定員30人。申し込みは２月
11日(金)まで市民交流サロン☎(887)5312

自分の働きを生かすためのワークショップ

まちづくりの現場で役立つ
ファシリテーション

アアルルヴヴェェ
２日間参加できるかたが対象です。受講無料。

千秋美術館で開催した絵画や写真、工芸などの
展覧会の図録47種を特別料金で販売しています！　
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※AABはお休みです。



申
し
込
み

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。

新しく710人のかたが民生委員・児童
委員に委嘱されました。委員のみなさ
んの任期は何年？

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、12月31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12月３日、17日号の｢広報あきた｣の記事中に！
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宅地内の雪を道路に出すと通行の妨げ
になるのはもちろん、●●の原因にも
なりとても危険です。●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。

●11月19日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝「５」月 問２＝運営「協力」委員
応募総数111通、全問正解106通でした。
当選者�ｙ. i (外旭川)、アイアイ(土崎)、伊藤鉄雄(楢山)、大嶋歳夫(将軍野)、鎌田裕子(手形)、熊谷
元子(広面)、斉藤勝朋(将軍野)、山河(将軍野)、セバスちゃん(寺内)、ゆきんこ(仁井田) ＝敬称略＝

読者のひとことは
８～９ページで紹介！

障がい児者総合相談会 身体・知的・
精神・発達障がいがあるかたやそのご
家族が対象です。専門相談員が就労や
生活の相談に応じます。12月19日(日)
午後１時30分～４時、遊学舎(上北手)
で。直接会場へ。詳しくは障害者生活
支援センターほくと☎(873)7804
ふれあい法律相談 法律、相続など
の相談に松本和人弁護士が応じます。
１月17日(月)午前10時～正午、市老
人福祉センター(八橋)で。申し込み
は、12月20日(月)午前10時から市社
協ふれあい福祉相談センター
☎(863)6006(電話でのみ受け付け)
調停相談 離婚、土地、多重債務な
どの相談に応じます。１月21日(金)
午前10時～午後３時、裁判合同庁舎
内(山王)で。直接会場へ。詳しくは、
秋田調停協会☎(824)3121内線128
司法書士総合相談センター　会場は
秋田県司法書士会館(山王六丁目３-
４)。不動産登記、多重債務、成年後
見などの相談に応じます。毎週水曜
日＝午後１時30分～４時30分(先着
８人) 毎週月・火・木・金曜日＝午後
１時30分～３時(先着各２人)
予約電話／同センター☎(824)0055
行政書士相談会 遺言、相続、契約、
法人設立、農地転用などの相談に応
じます。第３木曜日、午後１時～４
時、秋田県教育会館４階(山王四丁
目)で。面接相談の予約、電話相談は
秋田県行政書士会☎(864)3098
多重債務相談 借金問題の相談に応
じます。相談は平日午前８時30分～
午後５時15分、秋田第二合同庁舎３
階(山王七丁目)で。詳しくは、東北
財務局秋田財務事務所☎(862)4196

案内 観光学シンポジウム

ノンフィクション作家・石川好さんの基調講演「観光と秋田」と、「観光
振興と人材育成」をテーマにしたパネルディスカッション。コーディネータ
ーは小泉健さん(ノースアジア大学理事長)、パネリストは石川好さん、木内
茂晴さん(読売新聞東京本社秋田支局長)、穂積秋田市長。入場無料。

１月８日(土)午後１時～３時

㈱ワーク・ライフバランス代表取締役社長の小室
淑恵さんが「経営戦略としてのワーク・ライフ・
バランス」と題して講演します。仕事(ワーク)と
生活(ライフ)のバランスは企業や働く人にとって
大事なこと。この機会に考えてみませんか。

２月３日(木)午後１時30分～３時30分
文化会館小ホール　参加無料　

申し込み ノースアジア大学総合研究センター☎(836)6592

観光振興と人材育成

ワーク・ライフ・バランス講演会

申
し
込
み

電話、ファクス、Ｅメールのいずれかで、氏名、
電話番号を子ども育成支援室へ。
☎(866)2141 ファクス(866)2405
Ｅメール ro-chbs@city.akita.akita.jp

小室淑恵さん…企業向け
コンサルティングを行う
と同時に、育児などによ
る休業者のための支援プ
ログラム「armo(アル
モ)」を開発。2004年、
日経ウーマン・オブ・ザ・
イヤー受賞。

ノースアジア大学　日時 会場無
む

料
りょう

相談
そうだん

へどうぞ
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１月15日(土)午後１時30分～４時
アルヴェ２階多目的ホール　参加無料　

東京大学名誉教授の坂本功さんの基調講演「木造住宅
の耐震性と診断・補強」や「耐震改修へ向かう仕組みづくり」をテー
マにしたパネルディスカッション、地震防災資料の展示など。

木造住宅の耐震化耐震化促進
シンポジウム

申し込み
１月７日(金)まで、建築指導課☎(866)2153
または(株)スペースプロジェクト☎(866)6881


