
ボランティア募集

１/21(金)�１/25(火)
●市保健所からお知らせ
～冬期間に流行する感染症
●特定健診を受けましょう　

１/26(水)�２/１(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●１/30(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」

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
］●ごみの減量・分別に取り組もう●特定健診を受けましょう

●「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。

●市民リポーターが紹介
～新成人のつどい　

●秋田市ほっと情報　　

午前10時～午後６時(入館は５時30分まで)

「おそ松くん」「天才バカボン」「もーれつア太郎」「ひみつの
アッコちゃん」などの人気漫画で知られる赤塚不二夫(1935―
2008)。初期から代表作までの原画やトキワ荘時代の写真、赤
塚展オリジナルショートアニメなどにより、赤塚の作品とその
生涯を紹介します。千秋美術館☎(836)7860

赤塚不二夫展
～ギャグで駆け抜けた72年～

２月11日(金)�３月27日(日)

※２月26日(土)・27日(日)は休館します。

千秋美術館特別企画展

観覧料／一般980円　高・大学生680円　
中学生以下無料

前売券／一般780円　高・大学生540円　
※前売券は千秋美術館、Caoca広場(秋田ステーションビル)、仲
小路専門店各店、ローソンチケット、ファミリーマートで販売

明日のクリエーターたち

会場／赤れんが郷土館
開館時間／午前９時30分～午後４時30分
観覧料／200円　中学生以下無料

●１・２年生作品展…１月22日(土)～２月２日(水)
●卒業制作展…２月５日(土)～20日(日)

秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院展

問い合わせ
美短附属高等学院☎(828)4127
赤れんが郷土館☎(864)6851

アアルルヴヴェェにに集集ままれれ !!
公益的な活動を行う団体が対象です。日ご

ろのグループ活動をPRしませんか。２月27
日(日)午前10時30分～午後３時、アルヴェで
開催。参加無料。募集は20団体。
申し込み 郵送かファクス、Ｅメールに、代
表者の住所、氏名、電話・ファクス番号、Eメ
ールアドレス、団体名、活動内容、PR方法(①
展示ブース②ステージ③大型スクリーン ※複
数可)、PR内容を書いて、２月12日(土)(必着)
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

ゲストは秋田プロバスケットボールクラブ
㈱代表取締役社長の水野勇気さん。講話とフ
リートーク。２月９日(水)午後７時～９時、
アルヴェ１階で。無料。定員40人(抽選)。
申し込み はがきかファクス、または直接、住
所、氏名、電話番号を、１月28日(金)(必着)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

市民活動フェスタ2011参加者募集

ALVE de ヨルカイギ
「プロバスケとともに歩む夢」

※１月21日(金)までと２月３日(木)・４日(金)は臨時休館します。

30歳～40歳代の独身男女が対象です。２
月11日(金)午後２時～、アルヴェ４階調理室
で。材料費2,000円。定員男女各８人(抽選)。
申し込み ２月３日(木)まで秋田市民交流プ
ラザ管理室☎(887)5310

アルヴェで婚活！バレンタイン料理教室

I LOVE IDEA ZAKKA
美短特別講演会：アイ ラブ〝アイデア雑貨〟

２月８日(火)午後６時～７時30分
秋田公立美術工芸短大大講義室(新屋)

東北芸術工科大学デザイン工学部プロダクトデ
ザイン学科教授の三橋幸次さんが、アイデア雑貨
とデザイン教育について講演します。受講無料。

申し込み 公立美術工芸短大事務局☎(888)8100

ひみつのアッコちゃん風デコミラーづくり 小学生以上が対象
(小学生は保護者同伴)。２月20日(日)午後１時～、大町のイー
ホテル秋田２階特設会場で。材料費1,000円。先着50人。申
し込みは１月25日(火)午前10時から千秋美術館☎(836)7860
写真を募集　①「シェー」のポーズをしてる写真②赤塚不二夫
の愛猫・菊千代のようにかわいくてユニークなネコの写真を募
集。会期中に館内に展示し、人気投票を行います。入賞者に記
念品を贈呈。応募方法など、詳しくは千秋美術館☎(836)7860

赤塚不二夫
「天才バカボン」

1973年
○フジオ・プロC

関連イベント

赤れんが
郷土館
企画展
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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！　
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。

秋田市の古紙類の分別は●種類ありま
す。紙の分別にご協力ください。●に
入る数字は？

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、１月31日(月)(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１月７日、21日号の｢広報あきた｣の記事中に！

221

秋田人の気質をうまく表現した秋田弁
に「●●●こき」という言葉がありま
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。

●12月17日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝「事故」 問２＝「３」年
応募総数143通、全問正解137通でした。

当選者�junjun(新屋)、青柳あす香(広面)、秋田城の萩(将軍野)、高橋正勝(御野場)、田村とも子(広面)、塚
田トクヱ(浜田)、仁井田のミッキーとミニー(仁井田)、パンプキン(新屋)、ピンク(新屋)、りんりん(飯島)

＝敬称略＝

読者のひとことは
６～７ページで紹介！

秋田市リサイクルプラザ(河辺豊成)
で、空きびん選別などの業務に３年
間就労する知的障がい者の作業訓練
生(パートタイマー)を４人募集しま
す。募集要項は、秋田市総合振興公
社(河辺豊成)、市障がい福祉課(福祉
棟１階)でさしあげます。応募の締め
切りは２月３日(木)。詳しくは(財)秋
田市総合振興公社へ。☎(829)3568
対象／秋田市民で、次の①～④のす
べてに該当するかた
①療育手帳がある、または知的障が
いの判定を受けた②昭和51年４月２
日～平成５年４月１日に生まれた③
在宅、または養護学校高等部を今年
３月31日までに卒業見込み④自立し
た日常生活、空きびん選別などの作
業、自主通勤(バス通勤)ができる

秋田県育英会が運営する男子寮(東京
都世田谷区)と女子寮(神奈川県川崎
市)の入寮者を募集します。今年４月
に大学、短大などに入学するかたで、
育英会の奨学金を受けないかたが対
象です。申込受付期間は、一次募集
は１月28日(金)(必着)まで、二次募集
は２月７日(月)から18日(金)(必着)ま
で。募集要項など詳しくは、(財)秋
田県育英会へ。☎(860)3552

アンケートへの回答や会議に出席し
てくれる国有林モニターを募集しま
す。任期は４月から来年３月まで。
応募締め切りは１月31日(月)。応募
方法など詳しくは、東北森林管理局
公有林モニター係へ。☎(836)2274

案内
２月11日(金)�12日(土) １泊２日！
太平山自然学習センター 参加費3,000円

㈱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。

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

小学３・４年生が対象です。雪ぞり作り、スノートレ
ッキング、うどん打ち体験など。まんたらめの冬の自然
を体験しよう！　定員30人(１月28日(金)に公開抽選)。

ウィンターキャンプ

講演会 企業を伸ばす経営戦略！

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☎(866)2141 ファクス(866)2405
Ｅメール ro-chbs@city.akita.akita.jp

申し込み
はがき(１人１枚まで)に、催しの名前、住所、氏名、電話・ファ
クス番号を書いて、１月27日(木)(必着)まで〒010-0824仁別
字マンタラメ227-１ 太平山自然学習センター☎(827)2171

リサイクルプラザ訓練生
くんれんせい

募
ぼ

集
しゅう

育英会
いくえいかい

の学生
がくせい

寮
りょう

入
にゅう

寮
りょう

生
せい

募
ぼ

集
しゅう

国
こく

有
ゆう

林
りん

モニター募
ぼ

集
しゅう

あらや大川散歩道
雪まつり 泉の冬まつり

１月29日(土)午後１時～７時
新屋大川散歩道(新屋駅～美短)

★ミニかまくら
製作13:00～ 点灯17:00～

★子どもの遊び(美短グラウンド)
14:00～15:00

★もちつき、おしるこ、甘酒
(十條団地町内会館)17:00～

問い合わせ
実行委員長の高橋さん
☎090-1064-4800

２月５日(土)午後１時～４時30分

秋操近隣公園(駐車場なし)
★豆まき　★雪だるまコンテスト　
★子どもみこし・ミニぼんでん　
★ミニかまくら作り　★伝承遊び　
★飲食コーナー(15:00～。豚汁、
ドン菓子など) ★光のページェン
ト(16:30～19:30)

問い合わせ
実行委員長の湯浅さん
☎090-2888-1109

ままんんたたららめめ

※雨天時は２月12日(土)に延期

子どもの居場所づくり
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