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ボランティア募集

２/16(木) ２/21(火)
●豪雪にも負けず！除雪

ボランティアの活躍

●若い力が結集！
～中学生サミット2006冬

２/22(水) ２/28(火)
月～木　午前10時30分～

火～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

●平和と国際協力を考える
リレーシンポジウム

●佐竹史料館企画展
～新収蔵品展

15
分 ●２/26(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「豪雪災害を総括」

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
te 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
］●オーパスでスキーを楽しもう！
●来年は国体の年！スギッチ情報局

エフエム椿台 午後スタ 毎週水　午後 2 時00分～
エフエム秋田 ふれあい情報 火～土　午前10時55分～

１団体に春、夏それぞれ
100本まで。１㎡当たり20
本が目安です。

「春苗」と「夏苗」、別々の往
復はがきで、右記を参考に
３月２日(木)(当日消印有効)
まで公園課へ。引き渡しに
ついては、交付日の１～２
週間前に、はがきでお知ら
せします。tel(866)2445

【往信表】 【返信裏】

【往信裏】【返信表】

本
数

※交付希望数が多い場合、希望
本数を交付できない場合があ
りますので、ご了承ください。

申
し
込
み

プランターの設置場所を決め、３月２日(木)まで、直接
公園課(市庁舎３階)、河辺市民センター建設班、雄和
市民センター建設班へ印鑑を持っておいでください。
電話、郵便での申し込みは、受け付けていません

申
し
込
み

種類 マリーゴールド、サルビア、日々草、ベゴニア

公園課tel(866)2445

①大森山公園②千秋公園③八橋運動公園④平
和公園で、花だんづくりや手入れをしてくだ
さるかたを募集します。定員各９人(④のみ
５人)。希望者多数の場合、抽選となります。

公園課tel(866)2445

往復はがきで、下記を参考に３月２日(木)(当
日消印有効)まで公園課へ。当選結果は３月
下旬ころ、はがきでお知らせします。

申し込み

花苗・肥料袋(20㎏)の運搬、植付、草取り、
水まきなどの作業(中腰での作業が３日間続
くこともあり)を４月から１年間(冬期間を除
く)、月に３～４回、市の指定する平日に作
業していただける健康なかた。また、この作
業で得た経験を積極的に地元の町内会などの
花だん作りに活かせるかた。

１日4,060円 半日2,030円

【往信表】 【返信裏】 【往信裏】【返信表】

※他に勤務しているかた、ご自身の都合を優先さ
れるかたはご遠慮ください。

報酬(若干の変更あり)

対象

午前９時～午後４時作業時間

花のあるまちづくり
協力員を募集

公公公公園園園園やややや町町町町内内内内
のののの花花花花だだだだんんんんにににに
町内会や子ども会などの団体単位でお申し込みください。

春、夏ともに植える場所１か所につき１団体。春と夏に希望
される場合は、それぞれ「春苗」「夏苗」とお申し込みください。

春　パンジー
夏　マリーゴールド、サルビア、日々草、ベゴニア

種類

引き渡し
春　４月中旬ころ　
夏　６月中旬ころ

●●花だんのない町内会へ●●

「うるおい」と「やすらぎ」を与
えてくれる緑。大事に育てて、
まちに緑を増やそう！

花を植えたプランターを貸します
花だんのない町内会の公園や広場に置く、花を植えたプラ

ンターをお貸しします。貸出期間は６月中旬から11月上旬ま
で。貸出数は１団体につき15個以内。ただし、建物の中や道
路には置けません。

問い合わせ

▼
▼
▼
▼

▼ ▼



広報クイズ●
正解者には、「図書
カード1000円分」ま
たは「スギッチ携帯
電話ストラップ」を、
抽選で各10人にプレ
ゼント！

気ままなひとことをそえて、
ご応募ください。広報クイズ
は、毎月16日号に掲載。

寒さが緩むと起こりやすくなる雪崩。
雪の斜面に●●ッ●と呼ばれる亀裂が
見えたら要注意！ ●に入るのは？

はがき、ファクス、Ｅメールに、答えと住
所、氏名(ふりがな）、年齢、電話番号、
「図書カード」「ストラップ」のいずれか
希望を書いて、２月28日(火)(必着)まで、
〒010－8560秋田市役所広報課
ファクス(866)2287
Ｅメール ro-plpb@city.akita.akita.jp

１

２

応
募
方
法

※答えは２月１日、16日号の｢広報あきた｣の記事中に！

162

市税は市を動かすための貴重な財源で
す。平成16年度の市税収入は約40●億
３千万円。●に入る数字は？

※Ｅメールで応募するかたは、件名を「広
報クイズ」としてください。
※当選した際、氏名の掲載を希望しないか
たは、氏名と一緒にペンネームなどをお
書き添えください。

＊１月のクイズの当選者は
９㌻に掲載しています。

ディスカバー秋
あき

田
た

・エッ！

小学４年生～中学３年生

３月23日(木)～24日(金)
太平山自然学習センター｢まんたらめ｣

２月20日(月)午前８時30分から、
太平山自然学習センターte l (827)2171

3,500円(宿泊費、食費、活動費)参加費

●春山残雪
登山

申し込み

早春の太平山登山と周辺の自然観察を楽しんでみませんか。
先着60人。秋田駅東口から送迎バスがあります。

1 泊 ２ 日

秋田の魅力を再発見！　秋田公立美
術工芸短大・石川好学長の基調講演
と、観光と環境を考えるパネルディ
スカッション。
日時／２月21日(火)午後１時30分～
３時30分　会場／秋田キャッスルホ
テル　参加料／無料　
●問い合わせ　秋田21女性の会事務
局の工藤さんtel(846)1913

「植村直己物語」を上映します。
日時／２月26日(日)午前10時～と午
後１時30分～の２回　会場／中央図
書館明徳館　入場料／無料　
定員／各先着70人　
●申し込み　２月18日(土)午前９時
から明徳館tel(832)9220

催し物

映
えい

画
が

鑑
かん

賞
しょう

会
かい

とき

ところ

対象

２月27日(月) 
アルヴェ２階多目的ホール

工業労政課tel(866)2114問い合わせ

２月で開設３年を迎えたチャレンジオフィスあきたが、記念イベン
トを開催！起業をめざす人集まれ！参加無料。直接会場へどうぞ。

午前10時～午後４時

「発見すること、見出
み い だ

すこと」

■起業見本市(午前10時～午後４時)
創業前、または創業間もない起業家たちが、見本市スタイルで事業を
出展、紹介します。

講師／秋田公立美術工芸短大・産業デザイン学科長　五十嵐潤教授　　

ユフォーレへ
無料バスを運行

秋田県健康増進交流センター
ユフォーレtel(884)2111

●河辺便 豊成9:40発　戸島　和
田　岩見　ユフォーレ

３月の運行日　３月２日(木)・７日
(火)・９日(木)・14日(火)・16日(木)・23
日(木)

３月の運行日 ３月３日(金)・８日
(水)・17日(金)・22日(水)

●秋田便 秋田駅東口9:30発　広
面マルダイ　広面なかよし　下北
手中学校　ユフォーレ

３月７日(火)～９日(木)
秋田市リサイクルプラザ

リサイクルプラザ見学会

施設見学、紙すき・ボトルクラフト体験。定員各日10人。
７日(火)と８日(水)は絵てがみ制作講習会もあり(午後１時～３時)。

秋田市総合環境センターtel(839)4816

午前９時30分～正午

申し込み

ユフォーレにお越しの際は、便
利な無料シャトルバスのご利用を。
利用の前日までに予約が必要です。

■講演会(午後１時30分～２時30分)

起業予備軍へのチャレンジオフィスあきた
開設３周年記念イベント

対象／起業をお考えのかた。起業に関心があるかた

参加無料！

予約
問い合わせ
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