
BBookook
図書館の読書案内
中央図書館明徳館q(832)9220
土 崎 図 書 館q(845)0572
新 屋 図 書 館q(828)4215
※市立図書館の蔵書が、インターネ
ットでご覧になれます。利用可能
時間は午前９時～午後11時です。
http : / /www.city .akita .akita . jp/

見つけましょう
あなただけの宝物

あなたはオバサンと呼ばれてる
内館牧子/著　講談社

８/24(金) ８/28(火)

●ワールドゲームズ
ボランティア

●土崎空襲を伝える

●親子藍染め教室

ABS 秋田市だより
月～金
土
午前10時25分～
午後 ３時55分～　

AKT 花時計からのたより
月～金
日
午前11時25分～
午前 ８時55分～　

AAB ハローナウあきた
月～金　午前10時55分～　　

５
分
間
番
組

８/29(水) ９/４(火)

●天徳寺の文化財虫干し

●ゲームで遊ぶ英語

●教室を生涯学習の場に
～小学校開放事業～　

15
分
間

放送番組の詳しい日程は、
広報課へどうぞq(866)2034

すてきな映画のお話と内館流｢オバサ
ンにならない方法｣をお教えします。こ
の秋、挑戦してみては…

●８/26(日) 7：30～ ＡＢＳ けやきの街から　「児童館・小学校の開放について」
●９/２ (日) 7：15～ ＡＫＴ きらめく北の街から「保健所とその事業紹介」

ガラクタをちゃぶ台にのせて

さえきあすか/著 晶文社

明治から昭和30年ぐらいまで使用され
た、名もなき生活道具たち。珍妙でハイ
カラな暮らしぶりが見えてきます。

ぼくのコレクション　
自然のなかの宝さがし

盛口満／文・絵　福音館書店

草花や木の実など、自然の中には面白
いものがたくさんあります。この本を片
手にあなただけの秘密の宝物を探しに出
かけませんか？きっとステキなコレクシ
ョンが見つかりますよ！

(小学校低学年から)
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テレビ
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往復はがきに、希望見学日・住所・名前(１通２人まで。２人の
名前を書いてください)・年齢・電話番号を書いて、９月10日
(月)(必着)まで、〒010-8560秋田市役所市民相談室。電話での受
け付けはいたしません。市民相談室q (866)2039

秋田市の水道テーマ

９月20日(木)
９月27日(木)

と
　
き

施設見学会へ行こう

秋田駅東口～藤倉水源地～御所野配水場～中央シルバーエリア
(昼食)～豊岩浄水場～秋田駅東口

定員は両日とも20人。定員を超えた場合は抽選となります。当
日の昼食は持参するか、中央シルバーエリアの食堂をご利用く
ださい。参加無料。

申
し
込
み

そ
の
他

ｺｰｽ

市の上水道発祥の地
｢藤倉水源地｣

両日：午前９時30分～午後３時

毎日のくらしに欠かすことのできない
「水」。安心して飲んでいただける、おい
しい水づくりをご覧ください。

第11回きらめく北の男女フォーラム

夢をかたちに　～自分らしさを求めて
10月11日(木) 文化会館

リトル・ダンサー

秋田弁オペレッタ

ワークショップ

英国アカデミー賞3部門受賞
スティーヴン・ダルドリー監督最新作

映画

整理券は、８月27日(月)から９月７日(金)まで、市役所４階の男女
共生政策室で受け付けます。
直接来庁するか、FAX、はがき、E-mailに昼の部・夜の部いずれ
かと、郵便番号、住所、氏名(２人以上の場合は全員の氏名)を書き、
〒010-8560 秋田市役所男女共生政策室｢きらめく北の男女フォ
ーラム｣係。FAX(866)2431 E-mail  ro-inpr@city.akita.akita. jp

すべての人に夢みることの大切さ、自分らしさ
とは何かを思い出させてくれる作品です。親子、
夫婦、恋人、友達同士、みんなで見てください。

●●内　容●●

昼の部：午後１時～、夜の部：午後６時～の２回　会場：小ホール
ご覧になるには整理券が必要です(昼・夜とも先着400人)

鑑賞無料

津軽民謡｢弥三郎節｣の替え歌で物語がすすむ、
歌あり笑いありの楽しいオペレッタ！

興味のあるテーマを選んで話し合いに参加しよう。
①パートタイム労働ガイダンス・相談会 ②あとを絶たないDVトラブルについて考える
③見えてますか、あなたとわたしの関係性　④新聞で見る女性・男性の周辺

午後４時～５時45分、第２～第５会議室

整理券の

申し込み

問い合わせ 男女共生政策室q(866)2141

入場自由

※託児(要予約)や手話通訳もあります

映画「リトル・ダンサー」
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妊娠14週目から32週目までの妊
婦さんが対象です。妊娠期のスト
レスを解消しよう。先着20人。
とき／９月21日(金)から10月12日
(金)までの毎週金曜日に４回、午後
１時15分～３時　ところ／サンラ
イフ秋田　受講料／4,830円
●申し込み ８月29日(水)午前10時か
らサンライフ秋田q (863)1391

生後４～５か月の赤ちゃんのい
るかたが対象です。離乳食の進め
方や食品の調理法、試食。受講無
料。お子さんと一緒に直接会場へ。
とき／９月19日(水)午前10時～正午
ところ／市保健センター　
用意する物／母子健康手帳、おし
ぼり、筆記用具
●問い合わせ 保健予防課

q (883)1174

２歳前後のお子さんのいるかた
が対象です。幼児食の進め方や調
理法、試食。お子さんもご一緒に。
先着35人。受講無料。
とき／９月10日(月)午前10時～正午
ところ／市保健センター　
●申し込み ８月27日(月)から保健
予防課q (883)1174

下北手地区にお住まいの３歳未
満のお子さんとご家族が対象です。
参加無料。直接会場へどうぞ。
とき／９月３日(月)午前10時～11時
30分　
ところ／下北手児童センター
●問い合わせ 下北手地区主任児
童委員の玉尾さんq (838)3657

川尻・保戸野・旭南・茨島・旭
北地区にお住まいの未就園のお子
さんと保護者が対象です。親子で
おもちゃを作ろう。先着30組。参
加無料。
とき／９月17日(月)午前10時～11時
30分　ところ／旭北児童館　
●申し込み 川尻主任児童委員の
伊藤さんq (824)1349

入園前のお子さんとお母さんが
対象。豊かな心の育て方や親子・
友人関係を学びましょう。先着30
組。受講無料。
とき／９月18日(火)から12月18日
(火)までの第３火曜日に４回、午前
10時～正午　ところ／北部公民館
●申し込み ８月29日(水)午前８時
30分から北部公民館

q (873)4839

乳幼児の心肺蘇生法や窒息時の
対応、医師による病気の基礎知識
など。先着50人。受講無料。
とき／９月９日(日)午前９時30分～
午後零時30分　ところ／一つ森公
園コミュニティ体育館
●申し込み ９月３日(月)まで城東
消防署q (832)3404

申し込みは、８月29日(水)午前10
時から各保育所へどうぞ。
◆土崎保育所 q (845)1571
おともだちといっしょに砂遊び
９月４日(火)午前９時30分～11時

◆手形第二保育所　q (832)8833
みんなといっしょにかけっこ
９月８日(土)午前９時40分～11
時、東小体育館で

◆川口保育所 q (832)4582
運動会ごっこ
９月12日(水)午前９時30分～11時

◆保戸野保育所 q (823)6928
ミニ運動会
９月12日(水)午前10時～11時

小学校入学前のお子さんとご家
族が対象です。平日の午前９時～
正午、下記の５つの児童館を開放
しています。楽しい巡回訪問にも
遊びに来てね。時間は午前10時～。
■開放する児童館と９月の巡回日程
◆下北手児童センター＝９月３日(月)
◆明徳児童センター＝９月４日(火)
◆高清水児童センター＝９月７日(金)
◆外旭川児童センター＝９月10日(月)
◆広 面 児 童 館＝９月25日(火)
●問い合わせ 子育て総合センタ
ーq (863)9555

育 児

ぱくぱく教室

マタニティビクス教室

初期離乳食教室

とんとんくらぶで遊ぼう

ちびっこの集い

親子で保育所体験を

赤ちゃんの救命講習会

北
き

・ら・らキッズ

■プールプログラム

■ジムプログラム
●月・金曜日 ストレッチ＆シェイプアップ

■スタジオプログラム
●火曜日 やさしいエアロビクス

■開催日＝毎週月・火・水・金
午前10時45分～午後３時15分

■料　金＝１日1,000円(その日開かれ
ている講座を全部受講可能）、フリ
ー7,000円(９・10月の講座を全部受
講可能)。別途入場料が必要

ククアアドーム　ドーム　ザザ・・ブーンブーン
９９・・1010月の健康講座月の健康講座

シルバー人材センター祭り
９月２日(日)午前９時～午後４時
市老人福祉センター前庭(八橋・サンライフ秋田隣り)

●再生自転車16台の無料抽選会
(午前11時～、正午～、午後２時～)
●再生自転車の販売
●高齢者のための就業相談コーナー
●ふすまや障子の張り替え、盆栽の手
入れ実演
●シルバー創作展
書、日本画、洋画、手芸、工芸品
●バザーコーナー
やきそば、やきとり、くじ引き、
金魚すくい、ヨーヨーつり

シルバー人材センターq(863)5900問い合わせ

月曜日
ストレッチ、アクアビクス、ク
ロール初級、バリバリウォーキ
ング、平泳ぎ(初・中級)ほか　　

火曜日

水中ダンベルトレーニング、チ
ャレンジ個人メドレー、アクア
ビクス、クロール(初・中級)、
かんたんウォーキングほか

水曜日
初めての水泳、バタフライ、ク
ロール呼吸、背泳ぎ、かんたん
アクアビクスほか

金曜日

初めての水泳、バリバリウォー
キング、徹底的にクロールマス
ター、きれいに泳ぐコツ、スタ
ート＆ターンほか

勝平得之展
８月29日(水)まで開催中

●千秋美術館

秋田生まれの版画家・勝平得之の没後30年
を記念し、約100点の作品を展示します。

千秋美術館q(836)7860問い合わせ

●赤れんが郷土館
｢勝平得之とそのコレクション展｣
９月２日(日)まで開催中
９月３日(月)～８日(土)は展示替えのため　　
臨時休館します。q (864)6851

児童館に遊びにおいで

ザ・ブーンq(827)2301申し込み


