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３/14(金) ３/18(火)
●まもなく開園！

大森山動物園
●女性学習センターの講座

●赤れんが郷土館企画展
「明日のクリエーターたち」

３/19(水) ３/25(火)
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

AAB ハローナウあきた
月～金　午前10時55分～　　

５
分
間
番
組

テレビ
ガイド

●転入転出の手続き案内
●ソフトバレーを

楽しもう！
●佐竹史料館企画展
「秋田藩文人資料展」

放送番組の詳しい日程は
広報課へどうぞq(866)2034

「市町合併の展望」
出演予定：秋田市長・河辺町長・雄和町長

15
分
間

サンライフ秋田

※印のついた受講料には教材費が別にかかります。

３月24日(月)(必着)まで、はがき、またはファクス
で希望教室名・住所・氏名・生年月日・連絡先を
書いて、〒010-0976 秋田市八橋南一丁目８-７
サンライフ秋田「運動と趣味の教室」係へ。直接窓
口でお申し込みいただいても結構です。

ファクス(863)1531 q(863)1391

申
し
込
み

25歳以上のかた。４月11日(金)から６月20
日(金)までの毎週金曜日、午後６時30分～
７時45分。定員25人。受講料8，400円

25歳以上のかた。４月12日(土)から６月21
日(土)までの毎週土曜日、午前10時～正午。
定員26人。受講料9，450円

30歳以上のかた。４月11日(金)から６月20
日(金)までの毎週金曜日、午前10時～11時
15分。定員25人。受講料8，400円

25歳以上のかた。４月９日(水)から６月18
日(水)までの毎週水曜日、午前10時45分～
正午。定員25人。受講料8，400円

30歳以上のかた。４月９日(水)から６月18
日(水)までの毎週水曜日、午後６時～７時
15分。定員25人。受講料8，400円

25歳以上のかた。４月10日(木)から６月19
日(木)までの毎週木曜日、午前10時～正午。
定員25人。受講料※9，450円
20歳以上のかた。４月11日(金)から６月20
日(金)までの毎週金曜日、午後６時30分～８
時30分。定員20人。受講料※9，450円

20歳以上のかた。４月12日(土)から６月21
日(土)までの毎週土曜日、午後６時～８時。
定員20人。受講料7，560円。

運動と趣味の教室
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25歳以上のかた。４月10日(木)・24日(木)、５月15
日(木)・29日(木)、６月12日(木)、午後６時30分～８
時30分。定員20人。受講料※4，720円

一つ森公園に

テニスコート完成！
一つ森公園のコミュニティ体育館南側に透水

性が良く、雨が降っても短時間で使用できる、
全天候型(砂入り人工芝)のテニスコート２面が完
成しました。使用は無料。ぜひご利用ください。
ただし、学校のクラブ活動などでは利用できま
せん。

４月１日(火)から11月末日まで
午前９時～午後５時
(６月から８月までは午後７時まで)
４月分の予約は、３月25日(火)午前９
時30分から一つ森公園コミュニティ
体育館内で抽選を行います(受付開始
午前８時30分～)
５月以降の予約抽選会は、同体育館
で使用月前月の第２木曜日午前10時
(受付開始午前８時30分～)から行います。

抽選後の利用時間に空きがあるとき
は、体育館窓口で随時受け付けます。
空き時間の確認は、一つ森公園コミュ
ニティ体育館q(831)8300へ

利用期間
時間

予約方法

その他

問い合わせ 公園課q(866)2154

AAB「おはよう秋田市から」……月～金10：55～
ABS「こんにちは秋田市から」…月～金15：50～と土曜日15：55～
AKT「こんばんは秋田市から」…水曜日22：54～
ABS「けやきの街から」…………毎月最終日曜日7：30～

５分番組

15分番組

４月１日(火)から市政テレビ番組の放送時間・タ
イトルが変わります。これからも市政情報がギュ
ッとつまった番組をお届けします。お楽しみに！

●３/30(日) 7：30～ ＡＢＳ　けやきの街から

秋田市建都400年記念

「久保田城下町～押し花の愛」
久保田城下を舞台に繰り広げられる創作オペラに、

合唱で参加してくださるかたを募集します。公演は、
10月25日(土)・26日(日)、県民会館ホールで行います。

定員

男声20人　女声20人　子ども30人
・「男声」「女声」は18歳以上
・子どもは小学４年生～中学１年生
・定員を超えた場合はテープ審査などを行います
３月28日(金)まで、はがきかファクスに氏名、住
所、電話、職業(学校名・学年)を書いて、
〒010-0951 山王七丁目３-１ (社)秋田市文化団体
連盟事務局q (866)4026 ファクス(866)4031

申し
込み

月～金
日
午前11時25分～
午前８時55分～　

●　　元気が大好き
育児コーナー育 児

平成14年度の優良子ども会等の表彰式が２月
26日、市役所正庁で行われました。廃品回収や
クリーンアップなど、活発な活動をした子ども
会９団体および長年にわたり活動を指導してく
ださった５人と２つの世話人会を表彰。特別活
動賞には、山谷番楽の伝承活動などに取り組む
十三岱子ども会が選ばれました。

特別活動賞●十三岱子ども会(山谷)

優良賞●児桜子ども会(高清水)●旭野北子ども会
(外旭川)●南吉学寺子ども会(外旭川)●広面
第一子ども会(東)●手形住吉町三区子ど
も会(明徳)●中山谷子ども会(山谷)

奨励賞●手形東町四区子ども会(明徳)●将軍野四
区子ども会(高清水)

育成功労賞●嵯峨市之丞さん(山谷)●渡辺次雄さん(日
新)●深井雅之さん(土崎南)●熊谷敏夫さん
(土崎南)●小野秀悦さん(旭川)●蔵前子ども
会世話人会(土崎南)●ひまわり子ども会世
話人会(土崎南)

個人通知はしませんので、母
子健康手帳別冊をよく読んで受
診しましょう。問い合わせは保
健所保健予防課q (883)1172・
(883)1174
■４・７・10か月児健康診査
４か月、７か月、10か月にな
った日から１か月以内のお子さ
んを対象に、母子健康手帳別冊
に記載されている市内の委託医
療機関(太田小児科医院は除く)で行
っています。
まだ母子健康手帳別冊をお持

ちでないかたは、市民課または
土崎支所、新屋支所へどうぞ。
■１歳６か月児健康診査
平成13年９月生まれのお子さ

んが対象です。直接会場へどう
ぞ。都合が悪く、該当する会場
で受診できないかたはご連絡く
ださい。また、２歳未満のお子
さんは受診できますので、まだ
受けていないかたもご連絡くだ
さい。当日は、母子健康手帳と
別冊、バスタオルをお持ちくだ
さい。受付時間は午後零時45分
～１時30分です。
※自分がどの地区に該当するか
は、母子健康手帳別冊の健康診
査会場を参考にしてください
中央地区＝４月８日(火)、市保

健センター　　南部・西部(茨
島・下浜・豊岩・浜田)地区＝４
月９日 (水 )、市保健センター
北部地区＝４月10日(木)、土崎支
所　　東部・西部(新屋・勝平)
地区＝４月11日(金)、市保健セン
ター　　　
■３歳児健康診査
平成11年10月生まれのお子さ

んが対象です。直接会場へどう
ぞ。都合が悪く、該当する会場
で受診できないかたはご連絡く
ださい。
また、４歳未満のお子さんは

受診できますので、まだ受けて
いないかたはご連絡を。当日は、
母子健康手帳別冊にある３歳児
健康診査用アンケートと尿検査
セット(尿を容器に採って)を、母
子健康手帳とあわせてお持ちく
ださい。受付時間は午後零時45
分～１時30分。

中央地区＝４月16日(水)、市保
健センター　 南部・西部(茨
島・下浜・豊岩・浜田)地区＝４
月17日 (木)、市保健センター
北部地区＝４月24日(木)、土崎公
民館　 東部・西部(新屋・勝
平)地区＝４月25日(金)、市保健
センター　

生後６か月までのお子さんを
お持ちの保護者が対象。小児科
医の講話と公開相談、参加者同
士の情報交換など。先着30人。
とき／３月26日(水)午後１時20分
～３時　ところ／市保健センター
●申し込み ３月17日(月)から保
健予防課q(883)1174

妊娠14週目から32週目までの
妊婦さんが対象です。ストレス
解消、体力の維持・向上をはか
ります。先着20人。
とき／４月11日(金)・18日(金)・25
日(金)、５月９日(金)の午後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 ３月18日(火)午前10時
からサンライフ秋田

q(863)1391

３歳未満の未就園児とその親
が対象。音楽の演奏で歌をうた
ったり、リズムにあわせて体操
遊びをします。親子同士のふれ
あいの場です。参加無料。
とき／３月25日(火)午前10時～11
時　ところ／外旭川幼稚園
●申し込み ３月24日(月)まで外
旭川幼稚園q(868)3400

４月から幼稚園・年長組にな
るお子さんと、小学校１・２年
生のお子さんが対象です。幼児
体育の専門講師が、お子さんの
体力にあわせて指導します。
とき／３月26日(水)・27日(木)の
２日間、午前10時～正午　
ところ／外旭川幼稚園　
傷害保険料／100円
●申し込み ３月25日(火)まで外
旭川幼稚園q(868)3400

２月26日の表彰式で

表彰おめでとう！
平成14年度優良子ども会

夜間休日応急診療所

●診療時間　
午後７時30分～10時30分(毎日)
●診療科目　小児科・耳鼻咽喉科

●診療時間
午前９時30分～午後３時30分
(日・祝日、12/31～１/3)

●診療科目　小児科・内科

夜
　
間

休
　
日

●４月から診療科目が変わります

４月１日(火)からの診療時間と科目

q(832)3333 q(835)2222

乳幼児健康診査

お母さんの育児教室

マタニティビクス教室

４月

郷土創作オペラ

お母さんといっしょの運動遊び

子どもサッカー教室

市立夜間休日応急診療所(千秋久保田町
の成人病医療センター１階)の診療科目が、
４月１日(火)から変わります。夜間の内科、
休日の外科の診療は３月末で終了します。
夜間休日応急診療所の診療時間と科目

以外の受診は、市立病院、組合病院、赤
十字病院、中通病院へどうぞ。

保健予防課q(883)1172
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