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９/12(金)▼９/16(火)

●御所野地区で防災訓練
●ヤートセでみんなに元気を！
●笑顔で秋田をPR
観光レディ活躍中！

９/17(水)▼９/23(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

●勝平コレクション
赤れんが郷土館企画展

●幼児ぱくぱく教室
●ファミリー・サポート・セン
ター研修会

15
分 ●９/28(日) 7：30～ ABSおはよう秋田市長です「太平山自然学習センター“まんたらめ”の紹介」

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
t e l (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54分～

毎週火　午前10時30分～ラジオ ］●美短大学祭とももさだ祭へどうぞ●秋の全国交通安全運動実施中！

市市市市民民民民ススススポポポポーーーーツツツツ祭祭祭祭
参参参参加加加加者者者者募募募募集集集集

千秋美術館は、次回展示会の準備のため９月22日(月)から25日(木)まで臨時休館します。
tel(836)7860

参加無料。ただし、ソフト
ボールのみ１団体5,000円。
市体育協会t e l (866)2247

q

q

q

q

※９月23日に行う予定だった「相撲」競技は中止になりました。市相撲連盟t e l (828)3823

建都400年記念プレイベント

９月23日(火)秋分の日

13回目を迎える今年のフォーラムは、
イベントもりだくさん！　いろいろ体験し
て、新しい発見をしてみませんか？

秋田市文化会館

★★映映画画「「アアババウウトト・・シシュュミミッットト」」

2003年ゴールデン・グローブ賞２部門
受賞。男性必見の感動作です。入場整理
券受付中！　詳しくは男女共生政策室
へ。tel(866)2141

ジャック・ニコルソン主演

市民活動発表★小ホール
八橋小児童による秋田音頭など
琴と尺八、ジャズ演奏
秋田弁オペレッタ上演

ふれあいマーケット★市民ホール
障害者施設でつくった農作物、陶器、
木工品などを展示・販売します。

家族の触れ合い★３階和室

グループ・ポレポレのパネルシアター
ルーテル愛児幼稚園園長の子育て講話
グループ・ハッピーマザーの読み聞かせ
助産師による講演「生命の授業」

市民グループ活動★４階各会議室
様々なグループがワークショップを開
催します。お気軽にどうぞ。

もっと自分らしく生きたい！ささえあいたい！…第２会議室

女性ネットSaya-Sayaのメンバーをゲス
トに迎え、ドメスティック・バイオレ
ンスを乗り越えて見えてきたこと、当
事者に伝えたいことなどについて

女ってなに？男ってなに？　…第３会議室

多様な性、身体の性とは何かを一緒に考
えます

「べてるの家」ビデオ＆トーク　…第４会議室

北海道にある精神障碍
しょうがい

者の生活拠点「べて
るの家」の記録映画を上映します

女性議員と語ろう　…第３会議室
●女性議員を増やす会主催tel(863)5686
13：00 暮らしの問題を語り合います

考えよう地球温暖化　…第４会議室
●あきた「地球村」主催tel(878)4980
13：00 ビデオ上映＆トーク

10：00
10：40
11：40
13：00

10：00

10：00

16：00

●秋田この花咲くやネットワーク主催tel090-6452-9841

10：00

●ESTO主催tel090-2974-0832
10：00

●あきたDVを考える会主催tel(826)1085

10：00

大ホール 昼：13：30～ 夜：18：00～
■秋田市男女共生政策室
■しあわせ実感男女フォーラム実行委員会

お問い合わせは各グループへ

中学生以下のお子さんとご一緒にどうぞ。

主催

▼ ▼

ワークショップへどうぞ
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身体障害者手帳をお持ちのかたと身
体障害者の推薦を受けた身体障害者手
帳をお持ちでないかた(人数制限あり)
が対象。申込多数の場合抽選。無料。
とき／９月20日(土)午前８時45分～受
け付け　ところ／八橋陸上競技場
●申し込み 障害福祉課tel(866)2093

市身体障害者協会tel(866)1341

佐竹史料館は、展示替えと燻蒸消毒
のため９月16日(火)から10月４日(土)ま
で臨時休館します。燻蒸消毒期間の９
月22日(月)から30日(火)までは危険です
ので、資料館周辺へ立ち入らないでく
ださい。tel(832)7892

医師による面接相談。ご家族のか
たもどうぞ。無料。電話で予約を。
とき／９月18日(木)、10月２日(木)・16
日(木)午後１時30分～４時　
ところ／市保健所
●申し込み　市保健所健康管理課

tel(883)1180

法律や相続の相談など。先着６人。
とき／９月22日(月)午前10時～正午
ところ／市老人福祉センター
●申し込み　９月17日(水)午前９時か
ら市社福協ふれあい相談センター
tel(863)6006(電話でのみ受け付け)

10月４日(土)・５日(日)に児童会館で
行う①発明くふう展と、10月11日
(土)・12日(日)に県総合保健センターで
行う②新食文化料理発明くふう展への
出品作を募集します。出品料、作品の
規格など詳しくは(社)発明協会秋田県
支部中央会へ。tel(832)4736
なお、募集締め切りは、①が９月

26日(金)、②が９月15日(月)です。

寝たきりや痴呆のかたを家庭で介
護してるかたが対象。日ごろの悩み
や相談を話し合いませんか。無料。
とき／９月29日(月)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
表の廣田伴三郎さんtel(863)0935

案 内 テ
ー
マ

９月20日(土)・21日(日)
午前10時～午後７時(21日は午後６時まで)

◆作品展示、模擬店、工芸作品販売、バンドライブ！

◆お笑いライブ！ 出演：スピードワゴン、三拍子
20日(土)午後２時30分開演(２時開場)
前売り券1,000円(当日券1,200円)
チケットは秋田駅トピコプレイガイドで発売中！
●問い合わせ　大学祭実行委員会tel090-2982-8662

◆ブック・フェア　会場：附属図書館tel(888)8106
内外デザイン関係図書数千冊を展示販売！

スピードワゴン

三拍子

９月20日(土)・21日(日)
午前９時～午後５時

◆創作チャレンジコーナー 直接会場へ(一部参加料、人数制限あり)

20日(土)午前10時～、午後１時～の２回…ガラス、織物、木工、Mac
21日(日)午前10時～、午後１時～の２回…陶芸、彫金、染色、パソコン

◆新屋高・日新小の演奏会…20日(土)午前11時～正午、美短正面広場で
◆小・中学生絵画コンクール、産地直売、出店など

大学開放センター
tel(888)8137

９月26日(金)～28日(日)
tel(824)5377

３日間　 お茶会、食堂、作品展示、車の点検教室

26日(金)
百人一首10：00～12：00 チャリティバザー11：00
フォークダンス体験14：00 チャリティダンスパーティー18：30

27日(土)
大道芸10：30～11：30 産地直送野菜即売11：30
柳家金語楼の「爆笑水戸黄門漫遊記」上映と抽選会13：00～15：00

28日(日) 芸能発表11：00～15：00 産地直送野菜即売10：00

tel(834)2206

文化講演会10：00～11：40 講師新野直吉氏・演題「秋田の歴
史と秋田美人」 チャリティバザー13：30～14：30

サークル体験10：00～15：30 チャリティダンスパーティー18：00
野菜即売10：00(28日も) 子ども縁日10：00(28日も)
東部地区ゲートボール大会８：30～15：30

芸能発表10：00～15：30

９月28日(日)午前10時～午後３時

tel(845)0572

●図書リサイクル市●お話と紙芝居●図書クイズ●お菓子のサービスも！

お家にある不用本をリサイクル市にご寄贈ください。９月25日
(木)まで土崎図書館へ直接お持ちください。冊数が多い場合は、
ご自宅にうかがいます。ただし、雑誌類は受け付けません。
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八橋運動公園１-２

広面字釣瓶町13-３

土崎港中央六丁目

３日間

９月26日(金)～28日(日)

26日(金)

27日(土)

28日(日)

生涯学習相談、パソコン体験、
ふれあい茶席、喫茶・軽食
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