
６月15日(日)から７月27日(日)ま
での毎週日曜日、午前８時～８時
30分、秋田港に就航している日本
最大のフェリー「しらかば」「あざ
れあ」の船室、展望浴場などをご
覧いただけます。
●申し込み 見学希望日の前日の
午前11時～午後６時に、新日本海
フェリー(株)1(880)2600

秋田の経済活性化や構造改革特
区について、小泉内閣特命顧問の
島田晴雄氏と、構造改革特区推進
室の桧木俊秀氏が講演。定員280人
(希望者多数の場合は抽選)。無料。
とき／６月20日(金)午後３時～５時
ところ／県庁第二庁舎８階
●申し込み ６月17日(火)まで美術
工芸短大総務課1(888)8100

土崎・土崎南小学校の体験学習
の成果発表、港ばやしなどの芸能
発表、曳山行事の伝承に関わる講
話など。入場無料。直接会場へ。
とき／６月21日(土)午後１時30分～
４時　ところ／セリオンプラザ
●問い合わせ 文化振興室

1(866)2246

団体の部(４人１組)と個人の部
(一般・シニア・レディース)がありま
す。参加料の一部は、社会福祉協
議会などに寄付します。先着80人。
とき／７月３日(木) ところ／秋田
太平山カントリークラブ
参加料／2,500円(プレー代除く)
●申し込み ６月23日(月)まで市体
育協会事務局1(866)2247

身体障害のある人たちが音楽を
とおして、生きるよろこびを表現
します。入場無料。

とき／６月29日(日)午後１時30分開
演　ところ／県社会福祉会館
●問い合わせ 実行委員会の吉田
さん1(831)1255

親しまれているオーケストラ曲
を市民の演奏でどうぞ。
とき／６月29日(日)午後６時開演
ところ／アトリオン　入場券／一
般1,000円、小・中・高校生500円
(市内プレイガイドなどで販売)
●問い合わせ 秋田市管弦楽団事
務局の平良木さん1(837)8506

施設の慰問などの活動を行って
いる赤十字芸能奉仕団による民謡
や舞踊など。入場料1,000円。
とき／６月22日(日)正午開演
ところ／県民会館大ホール
●問い合わせ 秋田県赤十字芸能
奉仕団の高橋さん1(828)3198

寝たきりや痴呆のかたなどを家
庭で介護しているかたが対象です。
介護の悩みや日ごろの思いを話し
合いましょう。無料。直接会場へ。
とき／６月26日(木)午後１時30分～
３時　ところ／市保健センター
●問い合わせ 在宅介護者の集い
代表の廣田さん1(863)0935

試験は８月27日(水)午後１時30分
～３時30分から、県庁などで実施。
願書は市保健所で６月16日(月)から
さしあげます。受験の受け付けは
７月１日(火)～11日(金)。
●問い合わせ 市保健所保健総務
課1(883)1170

創業や新分野進出に興味のある
かたを、雇用・能力開発機構秋田
センターが無料でサポートします。
学習会、専門家による相談会、会

員同士の交流会などを行います。
６月24日(火)午後６時から発会式。
●申し込み ６月20日(金)まで雇
用・能力開発機構秋田センター

1(836)3182

福祉関係の進路を希望する高校
生に、福祉の仕事や資格、職場の
現状などについて情報を提供しま
す。希望者には個別面談もありま
す。参加無料。定員50人程度。
とき／６月28日(土)午後１時～４時
ところ／県社会福祉会館10階
●申し込み 秋田県福祉保健人材
センター1(864)2880

東部ガスでは６・７月に次の地
区でガス設備の点検を予定してい
ます。ご家庭に訪問した際は、ご
協力をお願いします。点検日は事
前に通知します。
点検予定地区＝御所野地蔵田・元
町・下堤、茨島一～七丁目、新屋天
秤野・松美ガ丘北町・松美ガ丘南
町・松美町、飯島長野中町・松根東
町・松根西町・文京町・字長山下・
字飯島水尻・穀丁・道東一丁目、土
崎港北七丁目・相染町字大谷地、港
北松野町、将軍野東四丁目
●問い合わせ 東部ガスお客様サ
ービスグループ1(832)6595

50歳以上のかたが対象です。手
ぬぐい持参で、直接会場へどうぞ。
とき／６月22日(日)午前10時～午後
２時　ところ／東地区コミセン
●問い合わせ 市視覚障害者協会
事務局の照井さん1(868)3962

16歳以上のかたを対象に、秋田
大学医学部附属病院で、患者さん
の案内や車いすの清掃、タオルた
たみなどをしてくださるボランテ
ィアを募集しています。１回の活
動は１～３時間程度です。活動す
る曜日や時間帯は選択できます。
●申し込み ６月18日(水)まで秋田
大学医学部総務課1(884)6008
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６月17日(火)午後４時～８時。バスケットボール、ソフトバ
レーボール、バドミントン、卓球などにどうぞ。

市立体育館一般開放 ●市立体育館1(866)2600

美
び

短
たん

講演会
こうえんかい

曳山
ひきや ま

行事
ぎょう じ

伝承
でんしょう

活用
かつよ う

事業
じぎょ う

発表会
はっぴょうかい

市
し

民
みん

チャリティーゴルフ大会
たいかい

夢
ゆめ

と希
き

望
ぼう

のコンサート
ビジネスチャレンジあきた

調
ちょう

理
り

師
し

試
し

験
けん

在宅
ざいたく

介
かい

護
ご

者
しゃ

の集
つど

い

愛
あい

の芸能祭
げいのうさい

管弦楽団
かんげんがくだん

サマーコンサート
福
ふく

祉
し

の進
しん

路
ろ

ガイダンス

ガス設備
せ つ び

の点検
てんけん

にご協力
きょうりょく

を

はり・マッサージ無料
むりょう

奉仕
ほ う し

大学病院のボランティア募集
ぼしゅう

21 広報あきた　６月13日号

だいがくびょういん



６/13(金) ６/17(火)

●秋田藩主と家臣たち　　
～佐竹史料館企画展

●地蔵田遺跡木柵復元体験
●届けます未来に安心水道水

６/18(水) ６/24(火)
月～金　午前10時55分～

月～金　午後３時50分～
土 午後３時55分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

●小学校での英語活動
●小学生竿燈講習会
●家庭犬のしつけ方教室

放送番組の詳しい日程は
広報課へどうぞ1(866)2034 15

分 ●６/29(日) 7：30～ABS おはよう秋田市長です「市町合併について」ほか

AAB  おはよう秋田市から

ABS こんにちは秋田市から

５
分
間
番
組
AKT  こんばんは秋田市から

※印のついた受講料には教材費が別にかかります。

はがき、またはファクスで、希望教室名・住所・氏
名・生年月日・連絡先の電話番号を書いて、６月23日
(月)まで、〒010-0975秋田市八橋字戌川原29 サンラ
イフ秋田「運動と趣味の教室」係へ。直接窓口へ申し
込んでも結構です。申し込み多数の場合は抽選。

ファクス(863)1531 1(863)1391

申
し
込
み

ドライフラワー
アレンジメント
(25歳以上)

謡曲
(20歳以上)

パッチワーク
(初級)
(25歳以上)

フラワー
アレンジメン
ト

サン・エアロ
(30歳以上)

ジャズリズム
(25歳以上)

ミディアムエアロ
(30歳以上)

やさしい社交
ダンス(初級)
(25歳以上)

たのしい
エアロビクス
(25歳以上)

７月11日(金)から９月19日(金)までの金曜日に10
回、午後６時30分～７時45分。受講料8，400円

７月12日(土)から９月20日(土)までの土曜日
に10回、午前10時～正午。受講料9，450円

７月11日(金)から９月19日(金)までの金曜日に10
回、午前10時～11時15分。受講料8，400円

７月９日(水)から９月17日(水)までの水曜日に10
回、午前10時45分～正午。受講料8，400円

７月９日(水)から９月17日(水)までの水曜日に10
回、午後６時～７時15分。受講料8，400円

７月10日(木)から９月18日(木)までの木曜日に10
回、午前10時～正午。受講料※9，450円

７月11日(金)から９月19日(金)までの金曜日に10回、
午後６時30分～８時30分。受講料※9，450円

７月10日(木)から９月25日(木)までの木曜日に５回、
午後６時30分～８時30分。受講料※4，720円

７月12日(土)から９月20日(土)までの土曜日に
10回、午後６時～８時。受講料7，560円

●サンライフ秋田●

■（社）秋田青年会議所　人間力開発事業

往復はがき(１人１枚)に、住所・氏名・年齢・電話番
号を書いて、〒010-0951秋田市山王二丁目1-54 三
交ビル３Ｆ (社)秋田青年会議所事務局へ。折り返し
指定券をお送りします。先着260人。

申
し
込
み

７月９日(水)午後６時30分～
文化会館小ホール(入場無料・全席指定)

講演：三屋裕子さん
(元・バレーボール日本代表)

「輝ける人達へ 夢へのチャレンジ」

問い合わせ 秋田観光コンベンション協会1(824)8686

大きな葉と長い茎が特
徴の秋田蕗が、収穫の季
節です。おばこ姿のあき
た観光レディー３人によ
る蕗刈りの撮影や、記念
撮影ができます。

蕗刈り撮影会へどうぞ
と　き　６月21日(土)

午前７時～７時25分(一般撮影者対象)
午前７時35分～８時(報道関係者対象)

ところ　佐藤昭一さん宅 (仁井田本町六丁目7-77)

初夏の風物詩
小雨
決行

（社）秋田青年会議所事務局1(824)7070

フラワーアレンジ

韓国

秋田空港から直行

火曜日　　 9：35 → 12：15

木・土曜日　13：20 → 15：55

秋田空港　 韓国：仁川空港 韓国：仁川空港 秋田空港　

月曜日　　16：40 → 18：55

木・土曜日　 9：55 → 12：10

交流を行うグループに助成制度！！
県では、秋田からソウルへの定期便を利用して海外交

流を行うグループに対し、助成金を交付しています。８
月までは、少人数のグループも対象になります。４万円
を切る交流会付き格安パックもありますので、ぜひご利
用ください。詳しくは、最寄りの旅行代理店へどうぞ。

４～９人　１人あたり５千円
10～19人　　　10万円
20～29人　　　20万円
30～49人　　　30万円
50人以上　 50万円

８月まで
期間限定特別助成

グループの人数 助　成　額

問い合わせ
秋田空港の国際化と利便性を高める会
(事務局:秋田県建設交通政策課)1(860)1283

秋田・ソウル間の国際定期便が就航して約１年半。これま
で約４万３千人のかたにご利用いただきました。秋田～ソウ
ル間は２時間ちょっと！ ４万円ぐらいからの格安パックもあ
ります。気軽にレジャー、観光、交流に出かけてみませんか。

問い合わせ

４～９人のグループに、
１人につき5,000円を助
成します。
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