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11/16(木) 11/21(火)
●下浜小学校の農業体験学習
～総集編
●秋田市文化章の受章者紹介

11/22(水) 11/28(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

●いらっしゃいませ！
模擬株式会社「AKISHOP」
●秋田市文化章の受章者紹介
●秋田の子育て応援します

15
分 ●11/26(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「除排雪システム改善。冬将軍と真っ向勝負！」

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
tel(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55分～

毎週火　午前10時30分～ラジオ
］●セリオンフォトコンテスト●インフルエンザの予防

エフエム秋田 ふれあい情報 月～金　午前10時55分～

エフエム椿台 午後スタ 毎週水　午後 ２時00分～ ●「広報あきた」から

11月25日(土)までに、電話で美術工芸短大開放センタ
ー「アトリエももさだ」へお申し込みください。
tel(888)8137(月曜を除く午前９時～午後４時30分)

申
し
込
み

会場は、公立美術工芸短大のアトリエももさだ。
応募者多数の場合は抽選。なお、定員に満たない講座は、
開催しないことがあります。

慶慶事事にに便便乗乗ししたた
商商法法ににごご注注意意をを！！

消費生活相談は

秋田市消費者センター
tel(866)2016

シリーズ 31

●電話勧誘販売では、会社名と担当
者名を名乗り、勧誘であることを
最初に伝えなればなりません。ま
た、いったん断った人を再び勧誘
することは禁止されています。

●電話による勧誘販売の場合、８日
間はクーリング・オフ(無条件解
除)ができます。

●皇室関連商品や人名録などの勧誘
は、公表された名簿を元に、電話
をかけたりダイレクトメールを送
ったりすることがあります。

消消費費者者セセンンタターーかかららアアドドババイイスス

電話で、親王ご誕生記
念写真集を紹介され、
「はい、はい」と答え
たら、商品と高額な請

求書が送られてきた。購入する気は
ないが、皇室関連の物なので、断る
と失礼ではないか悩んでいる。

叙勲者の人名録が完成
したと電話がきた。値
段の話がなかったの
で、叙勲者全員に送ら

れるものと思い「送ってほしい」と
伝えた。後日、届いた人名録には請
求書が同封されていた。有料だと知
っていたら断っていたのに…。

相談事例１

相談事例２
12月17日(日)まで開催
午前10時～午後６時(入館は５時30分まで)

観覧料

一般300円
高・大学生200円
中学生以下無料

作者の新鮮で素直な感動がストレートに伝わって
くるスケッチ・デッサン。高橋萬年、寺崎廣業、小
西正太郎、金沢秀之助らの秀作をお楽しみください。

スケッチ・デッサン展
－視線・描線をたどりながら－

高橋萬年「スケッチ(ほんな)」

デッサン講習会 講師は洋画家の伊藤康夫さん。12月３日(日)午後２時～４時。定
員15人。詳細・申し込みは11月18日(土)午前10時から千秋美術館tel(836)7860

秋田市友好・姉妹都市交流展

千秋美術館常設展

●中国・蘭州市　●ロシア・ウラジオストク市
●ドイツ・パッサウ市　●米国・セントクラウド市とキナイ半島郡

11月22日(水) 24日(金)

アトリオン地下１階　入場無料
午前10時～午後５時(24日は午後４時まで)

秋田市姉妹都市フォーラムtel(866)2033(企画調整課内)問い合わせ

中国・蘭州市特産のお茶やドイツ・パッサウ市の
紅茶の試飲、お菓子の試食、寄贈品の展示、街並
み・自然の映像などで各都市の魅力を紹介します。

友好・
姉妹都市

中国・蘭州市
からの寄贈品

11月18日(土)午前10時から先着60人に、所蔵作品の絵入
り色紙をプレゼントします。絵柄は２種類(各30枚)。

開館記念日
プレゼント！

▼ ▼



広報クイズ●
フグ毒は食後●●分～３時間に症状が
現れます。フグを食べてしびれがきた
ら、すぐ119番！　●●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
号を書いて、11月29日(水)(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.jp１

２

応
募
方
法

※答えは11月１日、16日号の｢広報あきた｣の記事中に！
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来年４月から「●●包括支援センタ
ー」が、地域で元気に暮らす高齢者
をサポートします。●●に入るのは？

※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。

正解者には、抽選で10人に
「図書カード1000円分」をプ
レゼント！ さらに、抽選に外
れたかたの中から10人にスギ
ッチグッズをさしあげます。
広報の感想など、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。

＊10月のクイズの当選者は
９㌻に掲載しています。

来年２月10日(土)に県立田沢湖スポ
ーツセンターで行う「秋田わか杉
国体冬季大会スキー競技会開会式」
の観覧申し込みを受け付けていま
す。無料。定員800人(応募多数の
場合は抽選)。申し込みは、12月25
日(月)まで、県庁、市役所案内、土
崎・新屋支所、河辺・雄和市民セ
ンター、アルヴェの市民サービス
センター、各公民館・地域センタ
ーなどに置いてある申込ガイド付
属の申込用紙を郵送、または県国
体ホームページからどうぞ。
●問い合わせ　秋田県国体・障害
者スポーツ大会局tel(860)5261
http://www.pref.akita.jp/kokutai/

県点字図書館 月に２・３回、木曜
日に来館し、録音図書のコピーなど
をするかたを募集しています。申し
込みは県点字図書館tel(845)0031
大学病院 18歳以上の心身ともに
健康なかたが対象。患者さんの案
内や図書整理など。1回１～3時間
程度。申し込みは、秋田大学医学
部総務課tel(884)6009に申込書を請
求し、11月24日(金)まで同課へ。

秋田県福祉保健人材・研修センター
(旭北栄町１-５)では、介護職員や看
護師など、福祉分野への就職を希望
するかたに、希望に合う職場を紹介
しています。詳しくは、お問い合わ
せください。tel(864)2880(平日の午
前８時30分～午後５時)

専門コーチがスキーを指導します。
練習は、平日(週２回)はナイター、
週末は日中に予定しています。
対象／小学３年～中学３年生
会場／オーパスほか　年会費／１
家族15,000円(子ども何人でも)
●申し込み　秋田アルペンジュニ
アの徳田さんtel(862)5048

テーマは「懐かしの風景」。入賞者
には賞状・賞金を贈呈。応募締切
は12月25日(月)。応募要項など詳し
くはポート秋田(株)tel(857)3381

前日までにユフォーレへ申し込み
が必要です。tel(884)2111
秋田便：11月21日(火)・28日(火)
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

河辺便：11月22日(水)・29日(水) 豊
成9:40発 戸島 和田 岩見
ユフォーレ

母子家庭の親子が対象。プールと温
泉を楽しもう。先着15組。申し込み
は12月５日(火)午後３時まで秋田市
母子寡婦福祉連合会tel(866)1341
日時／12月９日(土)午前９時30分～
午後３時　会場／クアドームザ・
ブーン　参加費／１人300円

「ひとりで出来る心と体の満足セラ

ピー」と題し、日本フットセラピス
ト協会の渡辺ユミ子さんが講演。
11月25日(土)午後２時～３時30分、
中通のメディカルモールまめまめ倶
楽部で。無料。直接会場へ。詳しく
はまめまめ倶楽部tel(834)1667

用具はお貸しします。初めてのか
たでもＯＫ。直接会場へどうぞ。
日時／12月２日(土)午前９時30分～
会場／御所野にある中央シルバー
エリア室内運動広場　参加費／
1,000円(就学前のお子さんは無料)
●問い合わせ　秋田県スポーツチャ
ンバラ協会の佐々木さんtel(828)2996

種目／ハンドボール　日時／12月
17日(日)午前９時～　会場／秋田工
業高校　参加料／１チーム3,000円
●申し込み　12月５日(火)まで、一
関敏彦さんtel(824)6491

犯罪被害者支援のための講演や県
警音楽隊の演奏など。直接会場へ。
日時／11月25日(土)午後１時～　会
場／県庁第二庁舎８階
●問い合わせ　秋田中央警察署警
務課tel(835)1111
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案 内
臨床心理士の八巻秀さんを講師に

開催した講演会「今の若者の問題に
どう関わるのか～引きこもり・ニー
ト・自立の遅れなど」のビデオ・
DVDを無料でお貸しします。

申し込み 工業労政課tel(866)2114

スポーツチャンバラ選手権
せ ん し ゅ け ん

市
し

民
みん

スポーツ祭
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催し物
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ニートへの理解と対応

ビデオ・DVD貸し出し


