
ボランティア募集

６/15(金) ６/19(火)
●市民レポーターが紹介

①腹話術でメッセージを

発信しよう

②水道ふれあいフェア

●水の学習館がオープン

６/20(水) ６/26(火)月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

●市民レポーターが紹介

～秋田わか杉国体情報

●伝統！「新屋鹿嶋まつり」

●全国市長会会長に

佐竹秋田市長が就任

15
分 ●６/24(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「最新の市政情報」

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
� (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 ］●第10回を迎えたヤートセ秋田まつり●在宅の子育て家庭にクーポン券

エフエム椿台 午後スタ 毎週水　午後 2 時00分～

金　午前11時20分～
土①午前11時40分～
②午後 3時55分～

日 午前11時55分～

たのしいエアロ
ビクス(25歳以上)

７月13日(金)から９月21日(水)まで
の毎週水曜日、18：30～19：45

8,400円 10人

７月11日(水)から９月19日(水)まで
の毎週水曜日、18：00～19：15

8,400円サン・エアロ
(25歳以上)

７月12日(木)から９月20日(木)まで
の毎週木曜日、10：00～12：00

9,450円
(別途教材費あり)

10人
パッチワーク
(初級)(20歳以上)

７月12日(木)から９月13日(木)まで
の木曜日に５回、18：30～20：30

4,720円
(別途教材費あり)

10人
ドライフラワーアレン
ジメント(20歳以上)

7,560円 10人謡曲(20歳以上)

教室名(対象) 日程 受講料 募集

運動と趣味の教室

７月14日(土)から９月22日(土)まで
の毎週土曜日、18：00～20：00

心と身体の太極
拳(20歳以上)

8,400円 10人７月10日(火)から９月18日(火)まで
の毎週火曜日、19：00～20：30

はじめての謡曲
(喜多流)(20歳以上)

7,560円 15人７月10日(火)から９月18日(火)まで
の毎週火曜日、18：00～20：00

サンライフ秋田

●「広報あきた」から

７月13日(金)から９月21日(金)まで
の毎週金曜日、10：00～11：15 8,400円

ミディアムエアロ
(25歳以上)

３人

３人

６月17日(日)午前10時から、サン
ライフ秋田へ(先着順)。直接窓口
でも受け付けます。�(863)1391

申
し
込
み モノづくり座談会

７月13日(金)・14日(土)・15日(日)の３日間、

アルヴェでサマーフェスタを開催します。科学

演芸や縁日などイベント盛りだくさん！　詳し

くは７月６日号の広報でお知らせします。

佐竹秋田市長とモノづくり産業につい

て語りませんか。元・本田技研工業㈱取

締役の山田民生さんの講演「秋田が目指

すべきモノづくりのあり方」もあります。

６月28日(木) 午後３時～５時30分
平安閣 50人

日時

会場 定員

申し込み

工業労政課にある申込用紙(ホームページ
からもダウンロードできます)に必要事項
を書いて、ファクスかＥメールで、６月
25日(月)まで、工業労政課�(866)2114
ファクス(866)2431
Ｅメール ro-inpr@city.akita.akita.jp
ホームページ
http://www.city.akita.akita.jp/city/in/pr/

◆製造業関係者のみなさん◆

民謡教室 講師は浅野和子さんほか。７月３日(火)から来年１月

までに７回、午後１時～３時。定員30人。受講料14,000円。

絵画教室 水彩、油彩、デッサン、工作。毎月第１～第３木曜

日、①10:00～②14:30～③18:30～の３コース。各２時間。

定員各15人。受講料は月額3,500円(小学生は2,500円)。

申し込みは秋田市ポートタワーへ。�(857)3381

市役所のいろいろな仕事や手続きの仕方を説明

した、平成19年度版「市民便利帳」を作成しまし

た。無料配布していますので、ご希望のかたは下

記の窓口へどうぞ。

◆市民便利帳をご利用ください◆

市役所本庁(案内、市民課、市民税課など)、土崎・新屋支所、
河辺・雄和市民センター、アルヴェ市民サービスセンター、
各公民館、各地域センター、各コミュニティセンター ★科学演芸のいす席観覧希望者を受け付け

昨年好評だった「お笑いと科学のコラボレー

ション・科学演芸」は７月14日(土)、午前11時

～と午後１時30分～の２回、きらめき広場で

開催！　いす席(各100席)で観覧希望のかた

は、７月３日(火)午前９時から、自然科学学習

館へお申し込みください。�(887)5330

★仮装盆踊りの出場者を募集します

７月15日(日)午後５時から行う盆踊りに、仮

装して参加してくれるかたを募集。賞品多数！

先着20組。申し込みは、６月16日(土)午前９時

から秋田市民交流プラザ管理室�(887)5310

問い合わせ　広報課�(866)2034

配
布
窓
口

イベントの

参加者募集！
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申
し
込
み

広報クイズ●広報クイズは、毎月第３
金曜日発行号に掲載。
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、スギッチのマウス
パッドとハンドタオルをさ

しあげます。
気ままなひ

とことをそえ
て、ご応募く
ださい。

気運が高まってきた「秋田わか杉国体」！
開会式は、何月何日でしょうか？

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、６月29日(金)(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６月１日、15日号の｢広報あきた｣の記事中に！

178

６月３日、いっこく堂さんが子どもた
ちに●●術を伝授。●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。

●５月18日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝西暦「733」年　問２＝子ども「未来」センター
全問正解152通でした。

図書カード 石木田徳治(柳田)、小川たか子(仁井田)、小野芳朗(楢山)、川村恵子(手形)、黒木博(茨
島)、武石多鶴子(桜)、武田郁代(外旭川)、成田三枝子(新屋)、福原千秋(雄和)、渡辺麻美(寺内)
スギッチグッズ 上野明美(新屋)、柏木武男(泉)、佐川欽也(牛島)、柴田忠一(手形)、たかはしたかお
(保戸野)、竹内貞子(旭南)、はるちん(泉)、藤谷龍介(楢山)、蓬田子(添川)、ゆうわのバア(雄和)

＝敬称略＝

読者のひとことは
４～５ページで紹介！

18歳から35歳までのかた(学生を
除く)で、就業・自立したいと考え
ているかたやそのご家族の相談に、
臨床心理士の八巻秀さんが応じま
す。時間はいずれも午前９時～正午。
定員各３人(選考)。相談無料。
７月５日(木)＝市役所山王別館
７月12日(木)＝市役所職員研修棟
●申し込み はがき、ファクス、E
メールに、希望日、住所、氏名、連
絡先、相談内容を書いて、６月27
日(水)まで、〒010-8560秋田市役
所工業労政課�(866)2114
ファクス(866)2431
Eメール ro-inpr@city.akita.akita.jp

６月22日(金)から24日(日)まで開催。
スイカやかき氷の早食い競争(23日・
24日)のほか、展望露天風呂のしょ
うぶ湯、レストランの特別メニュー
などイベント満載！ 詳しくは、クア
ドームザ・ブーンへ。�(827)2301

鳥海山獅子ケ鼻湿原散策
日時／６月24日(日)午前６時に市役
所駐車場に集合　参加費／500円　
申し込み／秋田清掃登山連絡協議会
の大山さん�090-6628-4162
男鹿三山縦走 日時／７月１日(日)
午前７時に県庁前に集合　参加費／
5,000円　定員／先着30人　申し

込み／はがきに住所、氏名、年齢、性
別、連絡先を書いて、６月20日(水)ま
で、〒010-0825柳田字境田65-７ 秋田
県山岳連盟の佐藤さん�(836)0773
緑の山歩塾・早池峰山 日時／７月７
日(土)午前６時に東北森林管理局に集
合　参加費／4,000円　定員／40人
(抽選) 申し込み／往復はがきに住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、６月
20日(水)まで、〒010-8550中通五丁
目9-16 東北森林管理局�(836)2218

植物を観察しながら史跡内を散策。
６月29日(金)午前10時～正午(集合
場所は秋田城跡出土品収蔵庫前)。参
加無料。先着20人。申し込みは、６
月18日(月)午前８時30分から秋田
城跡調査事務所へ。�(845)1837

刑務所で作られた作品の展示即売や
川尻小学校吹奏楽部の演奏など。７
月１日(日)午前９時～午後３時、川
尻の秋田刑務所で。�(862)6584

民謡、舞踊など。収益金は奉仕活動に。
日時／７月１日(日)正午開演
会場／県民会館　入場料／1,000円
●問い合わせ 秋田県赤十字芸能奉
仕団の高橋さん�(828)3198

「新渡戸稲造と妻メリーから現代へ
のメッセージ」と題し、東京女子大
学の湊晶子学長が講演。直接会場へ。
日時／７月７日(土)午後１時30分～

３時　会場／ルポールみずほ(県庁
裏) 入場料／無料　定員／150人
●問い合わせ 同講演会実行委員会
の三浦さん�(832)9559

秋田市観光案内人と一緒に、千秋公
園、市民市場、アルヴェを散策。
日時／７月７日(土)・20日(金)、午前
10時～正午　参加費／無料　
定員／先着各20人
●申し込み ６月16日(土)午前９時
から秋田市民交流プラザ管理室

�(887)5310

旧秋田藩主佐竹氏の別邸・如斯亭の
庭園(国の名勝に指定)を一般公開。
直接会場へどうぞ。観覧料200円。
日時／７月23日(月)午前９時～正午
会場／如斯亭(旭川南町2-73)
＊駐車場はありません
●問い合わせ 文化振興室

�(866)2246
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７月８日(日)午前10時～午後３時

市内産の新鮮な農畜産物の直売、
笹巻きづくり実演など。同時開催の
フリーマーケットは、出店者を募集
中(６月25日(月)まで)。

直売＝地域農業推進室�(866)2462
フリマの出店＝秋田市民交流プラザ
管理室�(887)5310

アルヴェきらめき市場

問い合わせ

アルヴェきらめき広場　

愛
あい

の芸
げい

能
のう

祭
さい
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