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ボランティア募集

５/１(月) ５/９(火)

●佐竹氏歴史資料展
～佐竹史料館企画展

●連休到来！
河辺の行楽地を紹介

５/10(水) ５/16(火)
月～木　午前10時30分～

水～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

●長い間ありがとう
「赤バス最終便発車」(再放送)
●秋田市の文化財紹介
「森九商店」(再放送)
●中心市街地のまちづくり(再放送)

15
分 ●５/28(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「最新の市勢情報を市長自ら解説」

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
］●住宅用火災警報機の設置が

義務づけられます
●へそ踊りコンテストに参加
しませんかエフエム椿台 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～

５月15日(月)(必着)まで、専用の申込書で市民相談
室へお申し込みください。申込書は、市民相談室(市
役所１階)、土崎・新屋支所、市民サービスセンター
(アルヴェ１階)、河辺・雄和市民センター、岩見三
内・大正寺連絡所、各地域センター、各コミセンで
さしあげています。また、Eメールで申し込む場合
は、ホームページから申込書をダウンロードして、
必要事項を記入のうえ、下記へお送りください。
Eメール ro-plcs@city.akita.akita.jpへ。
ホームページ
http://www.city.akita.akita.jp/city/pl/cs/

日　程
６月２日(金)から７月28日(金)ま
での毎週火・水・金曜日

町内会や婦人会など各種団体を対象に、市の施設をご
案内します。今回は、前期分(６・７月)を募集します。

①太平山自然学習センター「まんたらめ」→アルヴェ
②大森山動物園(２時間)→秋田公立美術工芸短期大学
③史跡秋田城跡→千秋公園
④地蔵田遺跡「弥生っこ村」→史跡秋田城跡
⑤藤倉水源地→仁井田浄水場
⑥向浜し尿処理場→八橋下水道終末処理場
⑦市役所(本庁・議場など)→消防本部→アルヴェ
＊市議会開催中は、議場の見学ではなく傍聴などになります
⑧総合環境センター(溶融炉・リサイクルプラザ)
⑨大森山動物園(３時間)

●モデルコース

見学先・見学コース

各団体で、市の施設の中から見学先を選んでコース
を決めていただくか、下記のモデルコースから選択
してください。

弥生っこ村

問い合わせ 市民相談室tel(８６６)２０３９

申し込みは５月15日(月)まで専用の申込書で

６月４日(日)に河辺の「へそ公園」で開か
れる「第20回へそまつり」のへそ踊りコン
テストに参加しませんか。入賞者には賞金も
あります。楽しい衣装、音楽、振り付けで観
衆を沸かせちゃおう！

定員 個人、グループ、合わせて10組

募集期間 ５月２日(火)から19日(金)まで

その他
音楽テープ、CDなどは各自でお持ちいただ
きます。１曲３～５分の長さとします

個人の場合は住所、氏名、電話番号を、グル
ープの場合は、代表者の住所、氏名、電話番
号、参加人数を、へそまつり実行委員長の伊
藤廣司さんへ。tel(８８３)２４６６

申し込み

問い合わせ　河辺市民センター産業班tel(８８２)５１６２

５月５日(金)午前９時30分～正午 八橋運動公園
はしご車や救助工作車がやってくる！ 消防服・救助

服での記念撮影、ちびっこレスキューなど、楽しい体験
もいっぱいだよ。

問い合わせ 消防本部予防課tel(823)4247

楽しいおへそ見せてください

消防と
子どもの集い

施設見学会
各種団体向け

▼ ▼



「洋館とロマンティック街道」がテー
マ。観覧料200円が必要です。
対象／高校生以上のかた　日時／５
月14日(日)午後５時～６時30分
定員／先着70人
●申し込み　５月２日(火)午前９時30分
から赤れんが郷土館tel(864)6851

寺町通りの文化財を訪ねながら、旧
羽州街道筋を散策します。
日時／５月20日(土)午前９時～正午
集合場所／赤れんが郷土館駐車場
定員／25人　参加料／40円
●申し込み　５月９日(火)午前８時30
分から文化振興室tel(866)2246

５月20日(土)午前10時、明田郵便局前
に集合。歴史作家の土居輝雄さんと
富士山(明田)・楢山巡り。
●問い合わせ　土居輝雄さん

tel(832)8708

中学校の吹奏楽部と陸上自衛隊第９
音楽隊の合同演奏会。入場には整理
券(無料)が必要です。整理券の申し込
みは、細川レコード、品田商店、越
中谷写真商会、ホテル大和、佐々木
精肉店、セリオンへどうぞ。
日時／５月13日(土)午後零時30分開場
会場／セリオンプラザ１階
●問い合わせ　土崎支所２階各種団
体事務局tel(845)2264

山菜・木工品の販売、クラフト製作、
シイタケの駒打ちなど。先着250人に
苗木をプレゼント。
日時／５月13日(土)午前10時～午後２
時　会場／東北森林管理局構内
●問い合わせ　東北森林管理局指導
普及課tel(836)2214

５月10日(水)から25日(木)まで、午前
９時～午後６時、八橋運動公園内で
開きます。初日は午前９時から先着
100人に苗木かお花をプレゼント！
●問い合わせ　秋田植木まつり事務
局の横山さんtel(862)4594
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秋田市のホットな情報を、
さわやかにお茶の間に伝えて
くれる市民レポーターを募集
します。
秋田市の作る５分間のテレ

ビ番組(右のテレビガイド参
照)に出演。あなたの思いを
伝えてみませんか。

定員 10人(応募多数の場合は面接で選考)

応募方法
問い合わせ

５月１日(月)から19日(金)まで、広報課視聴覚広報担当へ。
tel(８６６)２０３４　Ｅメール ro-plpb＠city.akita.akita.jp

対象 秋田市にお住まいで、中学生以上のやる気と熱意にあふれたかた
＊自分の出演したい番組を企画することも可能です

その他
出演は年に１人１、２回程度。おもに日中、市内のいろいろ
な場所に行ってレポートしてもらいます(送迎あり)。報酬は
ありません。採用者はボランティア保険に加入します

①野菜の植付と山菜のもぎ取り体験 ５月
28日(日)午前８時30分～11時30分

②カブトムシの生態観察＆ブロッコリ・キャベツ
の収穫体験 ７月９日(日)午前９時～午後１時
③野菜の植付、枝豆・トウモロコシの収穫、
収穫した野菜で夕食会、ホタルの観察会
７月29日(土)午後５時～８時

④トマト、ナス、カボチャ、二十日大根な
どの収穫週間 ８月６日(日)～12日(土)
⑤餅つき体験＆収穫感謝祭 11月３日(金)午
前９時30分～11時30分

小学生とその保護者

先着30家族

参加費
１家族7,000円
(野菜代、畑管理代、
保険料など)

開催日時と活動内容

＊野菜などの生育状況により日程を変更する場合もあります

５月８日(月)午前８時30分
から、電話かファクスで雄
和公民館へ。tel(886)5585

ファクス(886)3034

対 象

定員

申し込み

雄和の左手子・向野・
萱ケ沢地区会場

親子で農作業体
験＆自然観察

10キロ歩いてボランティア

あしながＰウォーク10

全国各地の10キロコースを、家族や友だちと楽しく歩きながら、
遺児のことなどを考えてもらうボランティア・ウォークです。
当日参加できないかたの寄附も受け付けています(あしなが育英
会に全額寄付します)。

５月21日(日)午前10時スタート(９時30分集合)

●コース アゴラ広場(集合場所)→県民会館→秋田中央警察署→通町→大
町一丁目・二丁目→山王大通り→中央通り→アゴラ広場(予定)

●参加費　大人500円　中・高校生300円　小学生以下100円

申し込み 秋田県Ｐウォーク担当の三浦亮さんtel090-5445-6474
あしなが育英会ホームページ　http://www.ashinaga.org/
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