座談・交流会
谷亮子・井上康生ほか 柔道教室

柔道オリンピック
選手がやってくる！
５月27日(木) 県立武道館(向浜)
午後２時〜 座談・交流会(谷亮子＆上村春樹)
午後４時〜 柔道教室(上村春樹＆全柔連強化委員)
入場無料 直接会場へどうぞ
●県立武道館落成記念

全日本実業柔道団体対抗大会
５月29日(土) ９：30 開会式 10：30 試合開始
30日(日) ９：30 試合開始
【出場予定】井上康生(100㌔級)、鈴木桂治(100㌔
超級)、上野雅恵(70㌔級)、横澤由貴(52㌔級)
入場無料 プログラム1,500円
問い合わせ 秋田県柔道連盟tel(８３７)６７７６

自治活動費、
防犯灯電気料などを助成
市では、町内会の自治活動費や防犯灯の電気料・
維持管理費などに助成しています。
町内自治活動助成金
町内会の振興と運営費の軽減をはかる助成金です。
・均等割＝１町内あたり１5,000円
・世帯割＝１世帯あたり100円
・施設分＝町内集会所１施設あたり5,000円
※ただし、施設分については、同一集会所を複数の町内会で利
用する場合、主として管理している町内会にのみ助成します。

防犯灯電気料助成金
町内会で維持管理している防犯灯の、４月分の電気料
を基準に積算した年間電気料の80％を助成します。
灯具交換・補修費助成金
既設防犯灯の灯具の交換など維持管理に
かかる費用を助成します。
・１灯から60灯まで＝１灯あたり800円
・61灯以上＝１灯あたり400円
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防犯灯を無料で設置します
夜間の安全な通行と防犯のため、防犯灯(水銀灯40
ワット)を無料で設置します。数に限り(全市で300灯)
がありますので、設置希望箇所を厳選して、町内会や
自治会で取りまとめのうえ、お申し込みください。

■設置条件

▼

市役所分館前からバスで移動▼市内山林で
雑木伐採▼地蔵田遺跡(御所野)で復元体験

①設置後の維持管理は、町内会や自治会にお願いします
②既設灯具との交換はできません
③原則として取付可能な電柱(木柱は除く)があること

申し込み

詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
t e l (866)2034
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▼ ▼

５月17日(月)午前８時30分から
文化振興室tel(８６６)２２４６

これらの事業については、各町内会長あてに、
別途申請書をお送りしますので、必要事項を記入
のうえ、下記の受付場所に提出してください。
受付期間▼６月４日(金)まで
受付場所▼自治振興課、土崎・新屋支所、各地域センター
問い合わせ

▼

御所野にある国指定史跡「地蔵田遺跡」の木柵
復元の材料となる雑木伐採(市内山林)、加工、埋
め込みを行います。石斧伐採体験もあります。先
着20人。弁当、長靴、雨具をお持ちください。

申し込み

５/14(金)▼５/18(火)
●合併に向けて〜
雄和町タウンガイド
●THEドラえもん展
〜千秋美術館
●佐竹史料館企画展

自治振興課tel(８６６)２０３６

▼

▼

５月29日(土)午前９時〜午後３時30分
日
程

各町内会のみなさんへ

５/19(水)▼５/25(火)
●合併に向けて〜
河辺町タウンガイド
●子どもと一緒に本を読も
っ！
〜中央図書館明徳館

15 ●５/30(日)７：30〜 ABS おはよう秋田市長です「秋田市建都400年絵巻スタート！」

分

ラジオ

毎週月 午後 ５ 時54分〜
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 毎週火 午前1 0 時30分〜
月〜土 午前1 0 時55分〜
エフエム秋田 ふれあい情報
秋田コミュニティ放送 市長と一緒 毎週火 午前 ８ 時15分〜

］●児童手当のお知らせ
●秋田藩ぐるり市内観光バス
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ザ・ブーンが
夜８時まで
延長

案内
ぶん か ざいさんさくかい

文化財散策会へどうぞ
久保田城跡、楢山・南通・中通
の文化財を巡り、参勤交代の道筋
を散策します。定員25人。
とき／５月22日(土)午前９時〜11時
30分(８時45分まで楢山コミセンに
集合) 保険料／40円
●申し込み ５月17日(月)午前８時
30分から文化振興室tel(866)2246
さ た けじょう か

ある

かい

佐竹城下を歩く会

Ａｋｉ
ｔａ いろ いろ

寺内古道を巡ります。
とき／５月29日(土)午前10時まで寺
内の古四王神社前集合
●問い合わせ 土居輝雄さん
tel(832)8708
たいけん

ふれあい体験スクール
知的ハンディを持つかたとのふ
れあい体験。会場は市老人福祉セ
ンターほか。各５回コース。無料。
①平日コース＝６月１日(火)〜
②土曜コース＝５月29日(土)〜
●申し込み ５月24日(月)まで市ボ
ランティアセンターtel(862)9774
ぼ しゅう

ホストファミリー募集
国際協力機構(JICA)の青年招へい
事業で来日する、太平洋混成グル
ープ24人(英語圏)のホストファミリ
ー(約20家庭)を募集します。受け入
れは、６月11日(金)〜13日(日)。
●申し込み ５月25日(火)まで国際
協力機構(JICA)秋田デスクの西村
さんtel(864)1181

アジアローラースケート
大会のボランティア募集
たいかい

ぼ しゅう

６月12日(土)〜16日(水)、県立ス
ケート場、市立体育館で行われる
第10回アジアローラースケート総
合選手権大会で、会場設営や競技
運営を補助するボランティアを募
集します。詳しくは、同大会組織
委員会事務局まで。tel(883)0150
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広報あきた ５月14日号

しょうねん し ど う い い ん

クアドーム ザ・ブーンの営業が
午前10時〜午後８時となり、終了
時間が１時間延長されました。仕事
帰りにもぜひご利用ください。
なお、６月から休館日が毎月最終
月曜日となります。ただし７月は
20日(火)が休館日。tel(827)2301

ぼ しゅう

少年指導委員を募集
街頭指導などを行う少年指導委
員を募集します。20歳以上65歳未
満で、青少年の健全育成に関心の
あるかたが対象。５月25日(火)まで
履歴書を添えて市少年指導センタ
ー(サンパル秋田内)へお申し込み
ください。tel(824)5378
ならやま ぶん こ

ぼしゅう

楢山文庫のボランティア募集
楢山コミセン内の楢山文庫で、
本の貸し出しや整理などを行うボ
ランティアを募集します。活動は
月３回程度。申し込みは楢山文庫
の田村さんへ。tel(835)9431
もり

え

森とダムの絵コンクール
高校生以下が対象。森とダムの
緑豊かな風景を描いてください。
国土交通大臣・林野庁長官賞など
があります。申し込みは６月４日
(金)まで。応募要領・方法など詳し
くは(財)ダム水源地環境整備セン
ターへ。tel03(3263)9051

脂肪肝の改善をテーマに市立病
院の医師らが講演します。無料。
直接会場へどうぞ。
とき／５月15日(土)午前10時〜11
時30分 ところ／市立病院１階
●問い合わせ 市立病院医事課
tel(823)4171(内線2161)
ぎょう しゃ せつめいかい

下水道小破修繕の業者説明会
秋田市建設工事などの入札資格
があり、休日や夜間などの緊急の
修繕(管渠清掃を含む)要請に迅速
に対応できるかたが対象です。直
接会場へどうぞ。
とき／５月20日(木)午後１時30分〜
３時 ところ／市下水道部３階(八
橋本町六丁目12-15)
●問い合わせ 下水道維持課
tel(864)1866
せいじん し

む りょうちょうて い そ う だ ん か い

無料調停相談会
家庭内の問題、土地・金銭などの相
談に応じます。直接会場へどうぞ。
とき／５月20日(木)午前10時〜午後
３時 ところ／秋田簡易裁判所(山
王七丁目1-1)
●問い合わせ 秋田調停協会(秋田
簡易裁判所内)tel(824)3121
か ぞ く きょうしつ

アルコール家族教室
アルコール問題で悩んでいる家
族のかたの集いです。医師による
アドバイスもあります。家族の飲
酒に問題があるのかどうかお悩み
のかたもご相談ください。無料。
とき／毎月第３火曜日、午後２時〜
４時 ところ／市保健所２階
●申し込み 健康管理課
tel(883)1180
ぎょうせ い そ う だ ん

か ん ぞ うびょうきょうし つ

肝臓病教室へどうぞ

げ すいどうしょう は しゅうぜん

などの相談に応じます。事前に保
健予防課へお申し込みください。
tel(883)1174
とき／５月31日(月)午前９時30分〜
正午 ところ／市保健センター

か そうだん

成人歯科相談
歯科衛生士が、歯周病、むし歯

り よう

行政相談のご利用を
５月17日(月)〜23日(日)は「行政
相談週間」です。行政相談委員が、
国などの行政機関が行う仕事に関
する意見や要望を聞き、秋田行政
評価事務所と協力してその解決を
はかります。無料。秘密厳守。
秋田市担当の行政相談委員
■鈴木金治tel(823)2233
■田村知子tel(834)1740
■鈴木金弥tel(879)2251
■古田重明tel(834)2970
■金子勇子tel(845)0420
●問い合わせ 秋田行政評価事務
所行政相談専用電話(823)1100
ざいたくかい ご しゃ

つど

在宅介護者の集い
現在家庭で介護しているかたが
対象。無料。直接会場へどうぞ。
とき／５月27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tel(863)0935

