
句用紙か200字詰め原稿用紙に、
部門、作品(未発表のもの)、雅号
(ふりがな)、郵便番号、住所、氏名
(ふりがな)、年齢、職業、電話番
号を書いて、出詠料を同封し(小為
替または現金書留で)、８月10日
(木)(必着)まで、〒010-0951 山
王七丁目３-１ 秋田市文化団体連
盟事務局☎(866)4026

栄養士が相談に応じます。
日時u８月17   日(木)9:30〜16:30
会場u市保健センター(八橋)　先着
u５人　申込u８月７日(月)8:30か
ら保健予防課☎(883)1178

医師などによる子宮頸がんやリン
パ浮腫の話。お車のかたには、駐
車場無料スタンプを押します。
日時u８月23   日(水)13:00〜14:30
会場u市立病院２階講堂
問u市立病院医事課☎(823)4171

19歳以上のかたが対象(①〜③は
女性のみ)。会場はサンライフ秋
田。開催日時、受講料、定員は次
のとおりです。申し込みは８月
19   日(土)10:00からサンライフ秋
田へ。    ☎(863)1391
①火曜日のピラティス ９月５日
(火)から26日(火)までの毎週火曜、
13:30〜14:45、3,850円、19人
②心と身体を変えるピラティス
９月８日(金)から29日(金)までの毎
週金曜、13:00〜14:15、3,850
円、17人
③ピラティス夜コース ９月８日
(金)から29日(金)までの毎週金曜、
18:30〜19:45、3,850円、17人
④アクアリラックス ９月８日
(金)から29日(金)までの毎週金曜、
9:15〜10:30、3,090円、25人

介護予防に役立つ、軽運動、脳ト
レ、レクリエーションなど。昼食
代が必要です(金額は後日決定)。

対象u介助なしで参加できる65歳
以上のかた　コース(来年３月ま
で)u雄和市民SCが会場…①毎月第
１･３火曜、9:00〜15:00、②毎
月第２･４火曜、9:00〜15:00、
③耕心苑(雄和神ヶ村)が会場…毎
月第１･３木曜、9:00〜15:00
申込u雄和地域包括支援センター
緑水苑☎(881)3511

対象u昭和42年９月１日以前に結
婚された雄和にお住まいのご夫婦
日時u９月20日(水)11:00〜13:30
会場u雄和観光交流館ヴィラフロ
ーラ、秋田国際ダリア園 食事代
などu２人で7,000円　
申込u９月８日(金)まで
雄和市民協議会

☎(881)3777

■秋田県審議会等委員の共同公募
県の政策決定過程への県民参加を
促し、県民の主体的参加による審
議会などの活性化を図るため、そ
れらの委員を公募します。
応募u申込書、作文を８月14日(月)
まで県総務課へ。公募する委員な
ど、詳しくはお問い合わせくださ
い。問u県総務課☎(860)1054
■県産材を使用した新築住宅などで
最大40万円相当のポイントを進呈
県の｢ウッドファーストあきた木
材利用ポイント事業｣。県産材を
使った住宅の建築や、ペレットス
トーブなどの購入にポイントを差
し上げます。ポイントは助成金や
県産品と交換できます。１月31
日(水)までの住宅建築や県産木製
品の購入が対象。申請要件など、
詳しくはお問い合わせを。問u県
林業木材産業課☎(860)1915
■八郎湖の水質保全に取り組んで
います　県と周辺市町村では、
｢八郎湖に係る湖沼水質保全計画
(第２期)｣に基づき、八郎湖への汚
れの流入削減や水質浄化、アオコ
の遡上や悪臭防止に取り組んでい
ます。内容について詳しくは、お

問い合わせいただくか、次のホー
ムページをご覧ください。
http://www.pref.akita.lg.jp/

pages/genre/hachiroko
問u県環境管理課八郎湖環境対策
室☎(860)1631
■〝カフェようこそ秋田〟
秋田市に移住したかたや、移住し
たいかた、移住を応援したいかた
が気軽に情報交換する場です。
日時u８月19日(土)13:00〜16:00
会場u秋田テルサ２階 先着u30人
申込uNPO法人秋田移住定住総合
支援センター☎(893)3981
■精神障がい者家族相談　ご家族
の不安や悩みに家族相談員が応じ
ます。日時u８月18日(金)10:00
〜15:00　会場u市老人福祉セン
ター２階和室(八橋) 問uNPO法
人秋田けやき会☎(863)4481
■介護者のつどい 寝たきりや認
知症のかたなどを介護する上での
悩みや思いを話し合います。
日時u８月21日(月)13:30〜15:00
会場u市保健センター(八橋)　
問uつどい代表の小野さん

☎090-9037-4482
■ふれあい法律相談　
佐々木俊幸弁護士が応じます。申
し込みは１つの相談内容につき年
度内１回まで。
日時u８月21日(月)10:00〜12:00   
会場u市老人福祉センター(八橋)　
先着u６人(初めてのかた優先)　
申込u８月７日(月)10:00から市社
協ふれあい福祉相談センター

☎(863)6006(電話のみ)
■海外慰霊友好親善
日本遺族会では国の補助を受け、
先の大戦の戦没者を慰霊するた
め、海外で亡くなった戦没者の遺
児を対象に、旧戦域などでの慰霊
追悼と現地のかたとの友好親善を
実施しています。参加費は10万
円。対象地域は、フィリピン、ソ
ロモン諸島、ミャンマー、台湾・
バシー海峡、東部ニューギニア、
中国など。詳しくはお問い合わせ
ください。問u秋田県遺族連合会

☎(862)8820

＊市関連以外の掲載事業は、市が特に推奨するものではありません。参加内容は、主催者に事前によくご確認ください。
生じたトラブルに関して、市は責任を負いかねます。 16

食生活相談

がんサポート教室

雄和合同金婚式への参加夫婦募集

地域型はつらつくらぶ

サンライフ秋田の教室

みんなの掲示板③



古今亭菊之丞(右写真)
の独演会。全席指定。
前売券完売の場合、当
日券の販売はありませ
ん。車でお越しのかた
は、アルヴェ駐車場の３時間分の
駐車券を300円で購入できます。
日時u９月９日(土)17:00〜　会場
uルミエール秋田(アルヴェ２階)
前売券u3,000円(当日券3,500円)　
定員u150人　チケット販売uルミ
エール秋田、caoca広場　問u市民
交流プラザ管理室☎(887)5310

①ターゲット･バードゴルフ 日
時u８月26日(土)9:00〜　会場u一
つ森公園運動場 参加費u1,000
円 申込u８月21日(月)まで秋田市
ターゲット･バードゴルフ協会の
森川さん☎090-6525-1196
②グラウンド･ゴルフ 日時u９月
３日(日)8:40〜　会場u太平山リ
ゾート公園グラウンド･ゴルフ場
参加費u1,000円 申込u８月25
日(金)まで秋田市グラウンド･ゴル
フ協会の髙橋さん☎(845)7338

土崎空襲犠牲者追悼平和記念式典

と｢21世紀子どもたちから平和の
メッセージ｣発表会。
日時u８月14日(月)10:00〜12:30
会場uセリオンプラザ
問u土崎港被爆市民会議事務局の
伊藤さん☎(845)2688
＊８月14日(月)から20日(日)まで

の、10:00〜18:00、セリオン２
階で｢戦争と平和展｣を開催。

水産物や青果、花きを販売！ 日時
u８月19日(土)9:00〜12:00　会
場u卸売市場(外旭川)　問uあきた
市場マネジメント☎(869)5294

秋田城跡第108次発掘調査現場
で、平安時代の遺構について説明
します。小雨決行。
日時u８月19日(土)13:30〜15:00
(集合は秋田城跡歴史資料館)　
問u秋田城跡歴史資料館

☎(845)1837

■さわやか親子ふれあい交流会
ひとり親家庭の親子(お子さんが
小学生まで)が対象です。３B体操
やゲーム、ミニ運動会など。昼食
あり。日時u８月26日(土)10:00
〜13:30　会場u秋田県社会福祉
会館体育館(旭北) 参加費u１世帯
300円　先着u10組 申込u８月
16日(水)まで秋田市母子寡婦福祉
連合会事務局☎(866)1341

■Aターン就職フェア
企業説明会や個別面談、ミニセミ
ナーなど。対象u県外在住で秋田
県内での就職を希望するかた
日時u８月12日(土)10:30〜15:00
会場uアトリオン３階 問uAターン
プラザ秋田☎0120-122-255
■障がい者就職面接会
(きらめき就職面接会)　

障がいのあるかたと企業の採用担
当者による就職面接会。履歴書
(写真付き)をお持ちください。
日時u９月８日(金)12:45〜15:30
会場uホテルメトロポリタン秋田
３階 申込uハローワーク秋田
☎(864)4111(部門コード43♯)

講習会修了者は、屋外広告業の登
録の際、業務主任者になることが
できます。日時u９月28日(木)
9:45〜17:00、29日(金)9:30〜
16:30　会場u秋田地方総合庁舎
６階(山王) 手数料u4,000円
定員u40人 申込u所定の用紙で、
８月31日(木)まで秋田地域振興局
用地課(秋田地方総合庁舎３階)へ
問u市都市計画課☎(888)5764

部門は、短歌(雑詠１首)、俳句(雑
詠２句)、川柳(雑詠２句)。
出詠料u各部門1,000円　応募u投

広報あきた　平成29年８月４日号

■文中｢SC｣はサービスセンターの略。
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＊最新の情報は、広報広聴課ホームページで。☎(888)5471
http://www.city.akita.akita.jp/stream/tvkouhou_default.htm
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ものづくり、ひとづくり、
まちづくりの創造拠点、｢秋
田市新屋ガラス工房｣がオー
プンしました。

番組では、工房で働く若手
作家の紹介を交えながら、施
設の概要を紹介するほか、
市長が、ガラス作品づくりに
チャレンジする様子も！

催　し
ルミエール秋田落語会

秋田城跡発掘調査現地説明会

卸売市場開放デー

みんなの掲示板②

15分番組｢わがまち大好き秋田市長です｣
新屋ガラス工房がオープンu８/20(日)放送

案内･健康
市民スポーツ祭 屋外広告物講習会

土崎空襲の犠牲者を追悼

秋田市民文芸大会の作品を募集


