千秋美術館企画展

風景を描く

シリーズ⑰

ー秋田ゆかりの日本画家たちー

▲

１月４日(火) ２月13日(日)
午前10時〜午後６時
一般500円 高・大学生300円
小・中学生無料

堀川達三郎「雪宵」

近代以降の秋田ゆかりの画家たちの
◆おもな出品作家◆
寺崎廣業
高橋萬年
福田豊四郎
桜庭藤二郎
堀川達三郎
佐々木裕久

平福百穂
館岡栗山
舟山三朗
信太金昌
高橋清見

作品を、
「暮らしの情景」
「自然の造形」
「幻想の世界」のコーナーに分けて構
成。画家たちの、風景を見つめるまな
ざしを確かめながら、日本画の豊かな
表現に触れてみてください。
問い合わせ 千秋美術館tel(836)7860

■「自作を語る」
ギャラリー 講師：信太金昌氏 １月16日(日)午後２時〜
トーク ■学芸員による解説

◆

１月12日(水)・23日(日)、２月６日(日)午後２時〜

消防出初式
１月６日(木)
午前10時〜11時

山王けやき通り
▲

通行止め

問い合わせ

午前９時30分〜11時

消防本部総務課
tel(823)4000

消防車両、消防団の行進、消
防演技(虹色の放水)など。当日午
前９時30分から先着300人にミニ
まといをプレゼント！
当日午前７時に各消防署でサイ
レンを鳴らします。また、午前
10時30分ころ、けやき通りで消
防車がサイレンを鳴らして走行
しますので火事とお間違えのな
いように。

住宅に関するトラブル
高齢者のかたは要注意！
販売目的を隠して高齢者宅を訪問
し、冷静な判断をする間を与えず、
うその説明で不安がらせたりして、
強引に契約をせまる事例が多発して
います。

事例①
訪問業者に「このままだと家がこ
われる」と言われ、不安になって言
われるままに100万円の耐震補強工
事契約をした。契約のあと、知人か
ら「100万円の工事内容とは思えな
いし、そもそも必要な工事か疑問で
ある」と言われた。
事例②
「排水管の清掃をします」と訪問
してきた業者に排水管の洗浄をして
もらった。翌日「排水管に異常がな
いか点検に来た」と再訪問してきた。
その際「土台にひびが入っている、
床下が腐っている」などと言われ、
不安になり補強工事や除湿剤散
布など高額の契約をした。

コールセンタースタッフ養成講座
コールセンターの仕事に興味があり、全日程受講できる
かたが対象です。コールセンター業務に関する実技を中心
とした講座です。受講無料。定員各15人。託児あり。

日時

１月17日(月)〜20日(木)
１月24日(月)〜27日(木)

会場

市役所研修棟

申し込み

▲▲▲ ▲

講義内容

１日目
２日目
３日目
４日目

午前９時30分〜午後３時30分

コールセンター・オペレーターとは
オペレーターの基本スキルを学ぶ
基本スキルを生かした応対を学ぶ
電話応対のロールプレイング

秋田市ホームページから申込用紙を入手し、１月７日
(金)までメールでお申し込みください。
http://www.city.akita.akita.jp/
メールでお申し込みできないかたは、工業労政課へご
連絡ください。tel(866)2114

もし、訪問販売で
契約してしまったら…
必要のないものはきっぱり断
ることが第一ですが、やむを得ず契
約し て、お金を支払った場合でも、
８日間以内はクーリング・オフ(無条
件解除)ができます。
また、クーリング・オフ期間を過
ぎても、法律に基づいて解約を主張
できる場合もありますので、契約時
の状況をはっきり覚えておき、また、
契約書などの書類も大事にとってお
くようにしましょう。
消費生活相談は

秋田市消費者センター
tel(866)2016

※受講することで雇用が約束される講座ではありませんのでご了承ください。
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とき
ところ
対象
参加料
定員

大森山動物園

冬の 特別 開園！
入園無料

２月11日(金)〜13日(日)
太平山自然学習センター

「まんたらめ」
小学４年生〜中学３年生
6,000円
先着50人

※レンタル(スキー、スキーウェア)料、リフト代別。

２泊３日で自然に親しもう！ スキー(オーパススキー場)、
雪像作り、そり遊び、餅つきなど。秋田駅東口から送迎バスを
運行します。また、参加者の保護者のかたの中から、13日(日)に
行う餅つきのお手伝いをしていただけるかたも募集中です。
１月５日(水)から太平山自然学習センターtel(827)2171

申し込み

１月８日(土)〜10日(月)
２月11日(金)〜13日(日)
時間

チラシで
クラフト

午前11時〜午後２時
※入園は１時30分まで

閉園中の動物園を特別開園！
今年は合計６日間。冬の動物た
ちの暮らしぶりや園内の様子を
自由にご覧ください。
各日ともサル山のエサやり体
験、動物の食事観察など。
温かくして来園してね！

チラシを使って楽しく造形。作品展示、ひねもす占いもあり
ます。だれでも参加できます。無料。定員各100人。
●申し込み 自然科学学習館tel(887)5330

親子エネルギー
工作教室

(400円)の販売あり(数量限定)。
●一部展示できない動物や利用で
きない施設があります。
●園へのアクセス道路が凍結など
で一部冬期閉鎖しています。

リサイクル
プラザ見学会
施設見学とボトルクラフト体験を
行います。参加無料。プレゼントも

問い合わせ

大森山動物園tel(828)5508

あります。

水 午後1 0 時 54分〜

12/24(金)

２月８日(火)・９日(水)・10日
(木)・22日(火)・23日(水)・24
日時
日(木)・25日(金)
いずれも午前10時〜正午
定員

各日10人

申し 秋田市リサイクルプラザ
込み tel(829)1188

12/28(火)

●技能功労者・優秀技能者
の紹介
●旧町名物語〜総集編
●チャレンジオフィスに
新たな入居者

12/29(水)

▲

５ AAB おはよう秋田市から
分
月〜金 午前1 0 時55分〜
間
テ ABS こんにちは秋田市から
月〜金 午後 ３ 時50分〜
レ
土 午後 ３ 時55分〜
ビ
番 AKT こんばんは秋田市から
組

▲

テレビ
ガイド

１月11日(火)午前10時〜正午
アルヴェ４階自然科学学習館で

小学生以上の親子が対象です。ソーラーカーづくりや発電
の実験など。参加無料。先着15組。
●申し込み 東北電力秋田営業所総務課tel(884)3313

●レストラン、遊園地の営業は
行っていませんが、だまこ鍋

ボランティア募集
詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
t e l (866)2034

１月15日(土)午後零時30分〜、３時〜の２回
16日(日)午後零時30分〜
アルヴェ２階多目的ホールで

１/４(火)

●今年の秋田市を振り返る
●勝平コレクションの
すべて〜赤れんが郷土館
●コールセンタースタッフ
養成講座

15 ●12/26(日)７：30〜 ABS おはよう秋田市長です「市長が選ぶ10(重)大ニュース」

分

ラジオ
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広報あきた 12月24日号

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
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

毎週月

午後 ５ 時54分〜

毎週火

午前1 0 時30分〜

月〜土

午前1 0 時55分〜

毎週火

午前 ８ 時15分〜

］●今年の秋田市を振り返る

