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はがきに、住所、氏名(ふ
りがな。小学生以下は保護者名も)、
年齢(学年)、日中連絡がつく電話番号、
体験日を書いて、８月20日(月)(必着)
まで、〒010-1632新屋大川町12-3
美術工芸短大「あきたガラスフェス
タ体験」係(応募多数の場合は抽選)
※１人の複数応募や、はがき１枚で複数
人の応募は無効。体験日はどちらか
１日選んで応募してください。

ボランティア募集

８/３(金) ８/７(火)
●竿燈妙技会にかける！

～新川向南町に密着

●美短生が大森山動物園の

グッズをデザイン！

●パッサウ市の企業研修生

８/８(水) ８/14(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

①秋田市おすすめスポット

②中学生レポーターが

３周年のアルヴェを紹介

③千秋美術館企画展

15
分 ●８/26(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「長崎市ピースフォーラムの紹介」

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 ］●夜の動物園・ジャズフェスタへどうぞ●国体「デモスポ行事」開催

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～

●「広報あきた」から

９月１日(土) 13日(木)
午前10時～午後４時30分

日本を代表する作家たちの制作
現場を間近で見学！

申し込み

美術工芸短大ガラス工房

９月４日(火)・５日(水)
６日(木)・７日(金)

午前10時～午後１時、
午後１時30分～４時30分

日時

会場

アトリエももさだギャラリー

招待作家や美短卒業生、秋田在
住作家の作品を展示即売。

会場は美短ガラス工房。

お酒と音楽を楽しみながら、ガラスのお
話が聞けます。中学生以上のかたにはガラ
スの記念品付き。会費は中学生以上1,500
円、小学生500円。先着100人。

はがき、またはファクスで、
住所、参加者全員の氏名、年齢、電話
番号を書いて、８月31日(金)(必着)まで、
〒010-1632新屋大川町12-3 美術工芸
短大「あきたガラスフェスタパーティ」
係・ファクス(888)8101

●●ワークショップ●●

●●展示即売会●●

●●吹きガラスとサンドキャストの一般体験●●

●●フェアウェル(さよなら)パーティ●●
申し込み９月９日(日)午後５時30分～

アトリエももさだホール

日時

会場

８月18日(土)・19日(日)

超神ネイガー
ショー＆握手会
８月18日(土)①10:00～　②15：30～

ザ・ブーンでは、プールで楽しい
イベントのほか展望風呂のハーブ湯
も。グラウンド・ゴルフ場は両日と
も無料開放。ご家族でぜひどうぞ。

太平山観光開発(株)tel(827)2002

イベント広場(ザ・ブーン隣)

日時

会場

問い
合わせ

AKITAカジュアルアーツフェスタ
実行委員会事務局tel(866)1559

AKITAAKITA
カジュアルカジュアル
アーツフェスタアーツフェスタ

８月14日(火)・15日(水)10：00～17：00
美術作品の制作や音楽演奏を披露！

８月16日(火)10：00～17：00
大道芸、ダンスのパフォーマンスなど

若者による音楽と美術のパフォーマ
ンスを中心としたイベント。会場は仲
小路ほか。自由なパフォーマンスを間
近でご覧ください。出来上がった作品
は、８月16日(木)～20日(月)、アトリオン
などで展示します。

握手会は14:30からザ・ブーンのプールで

８月19日(日)①11:00～②14：30～

８月18日(土)①11:00～②14：30～

ザ・ブーン北側駐車場
レトロバス＆
懐かしのクルマ
展示会
８月18日(土)９：00～14：00

クアドームザ・ブーン

ハワイアンショー

ヤートセフェスティバル

オーパス第一駐車場
ヘリコプター遊覧飛行
両日とも10：00～17：00
料金は１人3,500円
(幼稚園児以下と80歳以上は無料)

今年のテーマは「かだらねが!! あきたのガラス」。見て、聞いて、触れて…
ガラスの世界を体感する13日間です。美術工芸短大事務局tel(888)8100
ホームページ　http://www.akita-glassfesta.com/

あきたGLASSFESTA 2007



８月13日(月)は、各地区のコミュニ
ティセンターを休館します。ご了承
ください。自治振興課tel(866)2036

短歌、俳句、川柳の３部門。１部門
２作品(未発表に限る)で、複数の部
門に応募できます。出詠料は１部門
1,000円(小為替か現金書留で)。大
会は９月22日(土)、文化会館で。
●申し込み　８月20日(月)(必着)ま
で、200字詰め原稿用紙に部門、作
品、雅号(ふりがな)、住所、氏名(ふ
りがな)、電話番号、年齢、職業(勤
務先)を書いて、出詠料同封のうえ、
〒010-0951山王七丁目３-１　
秋田市文化団体連盟tel(866)4026

小学生が対象です。「健康づくり」
がテーマの絵を募集します。四つ切
りサイズ(38㌢×54㌢)の画用紙に自
由に描いてください。画材はクレヨ
ンか絵の具。最優秀作品には5,000
円分の図書カードを贈呈。
●応募方法　絵の裏面に、絵のタイ
トル、住所、氏名、電話番号、学校
名、学年、保護者の氏名を書いて、
９月10日(月)まで、〒010-0951山王
四丁目２-３　秋田県国民健康保険
団体連合会事業課調査広報班

tel(862)6585

■市民フリーマーケット ８月19日
(日)午前９時30分～午後２時、セリ
オン隣の秋田港イベント広場で。出
店料１区画(７㎡)1,000円。先着100
区画。申し込み／８月６日(月)午前
８時30分から16日(木)午後５時まで
市環境活動推進協議会

tel(863)6632(環境企画課内)
■チャリティーフリーマーケット
８月26日(日)に市老人福祉センター
で行う「ふれあい生き生きまつり」
のチャリティーフリーマーケット。
出店料１区画1,000円。先着10区画。
申し込み／８月６日(月)午前８時30
分から市社福協tel(862)7445

ふれあい法律相談 法律、相続など
の相談に阿部讓二弁護士が応じま
す。８月20日(月)午前10時～正午、
市老人福祉センターで。先着６人。
申し込みは８月10日(金)午前10時か
ら市社協ふれあい福祉相談センター
tel(863)6006(電話でのみ受付)
出張ふれあい福祉相談　電話や面接
で、心配事などの相談に応じます。
時間は午前10時～午後３時。問い
合わせは市社協へ。tel(862)7445
８月８日(水)＝河辺総合福祉交流セ
ンターで。相談電話tel(881)1205
８月22日(水)＝雄和ふれあいプラザ
で。相談電話tel(886)5071
特許無料相談会 特許、実用新案な
どの相談に弁理士が応じます。８月
10日(金)・17日(金)、午前10時30分～
午後３時30分、(社)発明協会秋田県

支部(県庁第２庁舎３階)で。申し込
みは、同支部tel(824)4282
Aターン就職相談会 秋田で就職を
希望するかたのための相談会。８月
11日(土)から18日(土)までの午前10時
～午後５時(日曜は休み)、ハローワ
ークプラザアトリオン(アトリオン
３階)で。直接会場へ。できるだけ
履歴書をお持ちください。詳しくは、
ハローワーク秋田tel(864)4111
障害児者総合相談会 年齢や障害の
種類は問いません。８月19日(日)午
後１時30分～４時、遊学舎で。直
接会場へ。詳しくは障害者生活支援
センターほくとtel(873)7804
視力低下による目の不自由なかたの
生活相談 ８月19日(日)午前10時～午
後２時、県身障センター２階で。直
接会場ヘ。電話相談tel(864)2790も受
け付けます。詳しくは秋田市視覚障
害者協会の照井さんtel(868)3962

フリマ出
しゅっ

店
てん

者
し ゃ

募
ぼ

集
しゅう

コミセンが休
きゅう

館
かん

します

案 内

健康
けんこう

づくり絵
かい

画
が

コンクール

市
し

民文芸大会
みんぶんげいたいかい

の作品
さくひん

募
ぼ

集
しゅう

無
む

料
りょう

相談
そうだん

へどうぞ

秋田の農業エンジョイデー
見て！

申
し
込
み

応募は１人１コース。電話、ファクス、Eメールで、参
加日、住所、氏名、連絡先を、８月６日(月)午前９時から、
地域農業推進室tel(866)2462・ファクス(866)2548 E
メールro-agen@city.akita.akita.jp

時間は午前９時30分～午後４時。市役所か
らバスで移動。参加費1,000円。先着各30人。

８月17日(金) 下浜・河辺コース 枝豆・トウモロコシの収
穫体験、収穫野菜と市内産の牛豚肉の試食、牛舎と市食
肉衛生検査所の見学など

８月31日(金) 四ツ小屋・雄和コース ネギ・ミニトマト収
穫体験、収穫野菜の糖度試験、県農業試験場参観デーの
見学と試験場弁当の試食、寒麹を使った漬け物作りなど

９月９日(日)

小学５年生以上が対象(高校生以下は保護者同
伴)。高速船で秋田港を出発し、本荘港、酒田港、
鼠ヶ関港までクルージング。帰りはバスで秋田
港へ。参加費1,000円(海鮮弁当付）。定員50人。

応募者多数の場合は抽選。往復はがきに、住所、
氏名(１通４人まで。参加者全員の名前を書い
て)、年齢、性別、電話番号を書いて、８月20
日(月)(必着)まで、〒010-8560秋田市役所港湾貿
易振興課tel(866)2164

申
し
込
み

高速船「さんらいなあ」
で日帰りクルージング

午前８時～午後７時40分

ふれて！食べて！

フリーマーケットの出店者募集 当日、
八橋陸上競技場前広場で開催。出店無料。
先着50区画。雨天中止。申し込みはアク
ティブクリエーションtel(833)6881

秋田国際
ファミリー
マラソン大会

９月23日(日)

小学生以上ならどなたでも参加でき
ます。3.5㌔と10㌔の２コース。参加
費一般2,500円、高校生以下1,000円、
ファミリーペア3,000円。雨天決行。

８月25日(土)まで大会実行委員会事務
局((株)ウィンドウ内)tel(823)0322

八橋陸上競技場
午前９時スタート

申し込み

広報あきた ８月３日号17


