まんたらめ
避難所生活体験
２人以上の親子、家族、友人で参加を。災害など
による避難所生活を想定し、仁別の「まんたらめ」
で、共同生活の体験やAED(自動体外式除細動器)の
操作体験などを行います。１泊２日(テント泊)と２
泊３日(テント・館内泊)の２コース。秋田駅東口午
前９時30分発の無料送迎バスがあります。
１泊２日コース

ふれあい生き生きまつり
８月26日(日)
市老人福祉センター(八橋南一丁目)
●元気ウオーク

９月22日(土)〜23日(日)

参加費は、大人2,000円、小中学生1,600円、
小学生未満800円、乳児は無料。先着10組。
２泊３日コース

受け付けは午前７時30分から。４㌔と10㌔コース。
参加費500円(参加記念品・保険料含む)、中学生以下
無料。秋田市あるけあるけ協会tel(883)1133

９月22日(土)〜2４日(月)

●シルバー人材センターまつり

9：00〜15：00
詳しくはシルバー人材センターtel(863)5900
再生自転車販売会・無料抽選会
午前９時から販売開始。再生自転車が当たる抽選会
は、11：00、正午、14：00の３回(計12台)
就業相談・技能実演(ふすま・網戸の張り替えなど)
グラウンドゴルフ試し打ち、懐メロ歌謡ショー

参加費は、大人4,600円、小中学生3,600円、
小学生未満1,800円、乳児は無料。先着10組。
申し込み

８月20日(月)午前９時から31日(金)まで、太平山自
然学習センター「まんたらめ」tel(827)2171

家型トレーラーハウス
オープン

●チャリティーバザー

●のぞみ地域活動
支援センターまつり

9：30〜15：00

センターの紹介パネル、統合失調症の幻覚疑似体験、
作品展示販売、作業提供業者の物品販売など。詳しく
は、秋田市のぞみ地域活動支援センターtel(863)4481

環境をテーマにしたアトラクションショー、リサイク
ル万華鏡作りなど。県環境あきた創造課tel(860)1574

日帰り(10:00〜16:00) 4,000円
宿泊(13:00〜翌日10:00) 11,000円
太平山リゾート公園総合案内所
申し込み
tel(827)2270

利用料

テレビ
ガイド

9：30〜14：00

収益金で福祉機器などを購入します。新品に近い不
用品や使わない贈答品などを、８月22日(水)から24日
(金)正午まで、各公民館、地域センター、コミセンへ
お持ちください。詳しくは市社会福祉協議会
tel(862)7445

太平山リゾート公園
に家型のトレーラーハ
ウス５台がオープン！
室内は冷暖房が完備さ
れ、トイレ、浴室、キ
ッチン、冷蔵庫、ベッ
ドが装備されています。宿泊定
員は６人。
宿泊利用したかたには、クア
ドームザ・ブーンの入館料半額
券をプレゼント！

ボランティア募集
詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
tel(866)2034

８：30スタート(小雨決行)

９月１日(土)・２日(日)午前10時〜午後４時
アゴラ広場、ぽぽろーど
買物広場大屋根「ビッグルーフ」

AAB おはよう秋田市から
５
月〜木 午前1 0 時30分〜
分
ABS
こんにちは秋田市から
間
金 午前1 1 時20分〜
テ
土① 午前1 1 時40分〜
レ
②午後 3 時55分〜
ビ
日 午前1 1 時55分〜
番
組 AKT こんばんは秋田市から

８/17(金)

８/21(火)

８/22(水)

８/28(火)

●市民レポーターが紹介

●市民レポーターが紹介

①秋田わか杉国体

〜魅惑のアートスペース紹

「大会旗・炬火リレー」
②図書館のお仕事体験

介
●秋田わか杉国体情報

水 午後1 0 時 54分〜

15 ●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」

分

ラジオ

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
エフエム椿台 午後スタ

毎週月

午後 ５ 時55分〜

毎週火

午前1 0 時30分〜

毎週水

午後 2 時00分〜

●秋田わか杉国体「スポーツ芸術」開催

］●「声の広報」をご利用ください
●「広報あきた」から
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催し物

国体スポーツ芸術

得之が描いた「心の風景」

ち きゅう じ ん

９月１日(土)

地球人フォーラム2007

午前９時30分〜午後４時30分

(

「水・土・里」を活かした地域活性化に
ついて考えます。プロ野球解説者・山
田久志さんの講演「私の野球人生」も。
日時／９月８日(土)午後１時〜４時
会場／アルヴェ２階多目的ホール
入場料／無料 定員／先着350人
●申し込み ８月20日(月)午前９時か
ら、電話、ファクスで、住所、氏名、
年齢、電話番号を、水土里ネット秋
田までtel(888)2742
ファクス(888)2834

赤れんが郷土館

秋田わか杉国体では、秋田の芸術・文化を全国に紹介する「スポーツ
芸術」を実施します。赤れんが郷土館では、昭和前期の秋田の風景を描
いた版画家・勝平得之の作品を展示。赤れんが郷土館tel(864)6851
※８月27日(月)〜31日(金)は作品入れ替えのため、臨時休館します。

高尾山まつり

まつばら

９月２日(日)

夕日の松原クリーンアップ

申し込み
問い合わせ

高尾山からの眺め

学童の部団体は小学生５人編成、一般の部団体は３人編成でご
参加ください。個人戦もあります。賞品は参加賞と雄和の特産品。
参加申し込みは、(財)秋田観光コンベンション協会(大町の秋田ニ
ューシティ５階)にある所定の申込書で、８月24日(金)(必着)まで。

じ いくえい かい

交通遺児育英会のチャリティ−

★吟行俳句大会 午前10時10分〜
豊かな眺めと山ふところに抱かれながら、１句詠んでみませんか。会費２
千円(昼食代込み)。１人２句まで。吟行の時間は午前10時20分〜11時20分。
表彰者は互選により決定します。参加申し込みは、８月28日(火)まで。

しゅう ね ん き ね ん

中央エリア10周年記念フェスタ
ジャズライブ、そば打ち実演と試食、
家族カラオケ大会など。各種即売も。
日時／９月２日(日)午前11時〜午後８
時30分 会場／中央シルバーエリア
●問い合わせ 中央シルバーエリア
tel(829)2151

(財)秋田観光コンベンション協会
tel(824)8686 ファクス(824)0400

★高尾山すもう大会 午前９時〜午後２時

チャリティ−オークションや歌謡シ
ョーなど。９月２日(日)午前11時〜午
後６時、旧空港跡地で。問い合わせ
は、東北アートトラック連合交通遺
児福祉活動育英会tel(868)4222
ちゅう お う

午前９時〜

高尾山横長根 (雄和女米木)

潟上市天王から飯島に続く海岸をク
リーンアップします。問い合わせは、
県森づくり推進課tel(860)3381
日時／９月８日(土)午前７時50分〜10
時30分(雨天決行)
集合場所／出戸浜海水浴場駐車場
こうつう い

大人200円 中学生以下無料

)

ゆう ひ

花
四
題
秋
菊

11月25日(日)

★雄和の特産品販売・軽食コーナー
★高尾山と露月の郷めぐり
石
井
露
月

午前10時10分〜(約２時間)

ボランティアガイドの案内で、高尾山を散策し、雄和地域
出身の俳人・石井露月ゆかりの地をバスでまわります。参加
無料。申し込みは、８月28日(火)まで。

広報クイズ●

はがき、ファクス、Ｅメールに、答えと住
広報クイズは、毎月第３
申
所、氏名(ふりがな）、年齢、電話番号を書
金曜日発行号に掲載。
180
し
いて、８月30日(木)(必着)まで、
正解者には、抽選で10人
込
み
〒010−8560 秋田市役所広報課
に「図書カード1000円分」
応 ファクス(866)2287
来年４月から新しく始まる、75歳以上
をプレゼント！ さらに、
募
１ のかたの医療制度「●●高齢者医療制
抽選に外れたかたの中から
方 Ｅメール ro-plpb@city.akita.akita.jp
度」。●に入るのは？
法 ※Ｅメールで応募するかたは、件名を「広
10人に、スギッチのマウス
報クイズ」としてください。
秋田エルピーダメモリの世界一薄い20
パッドとハンドタオルをさ
２
※当選した際、氏名の掲載を希望しないか
層の半導体パッケージの厚さは？
しあげます。
たは、氏名と一緒にペンネームなどをお
気ままなひ ※答えは８月３日、17日号の｢広報あきた｣の記事中に！
書き添えください。
とことをそえ
て、ご応募く
●７月20日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝生ごみ「減量」作戦 問２＝「８月５日」
ださい。

読者のひとことは
６〜７ページで紹介！
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広報あきた ８月17日号

応募総数147通、全問正解126通でした。
図書カード 浅野千里(土崎)、エヴァ(飯島)、大渕美智子(新屋)、佐藤怜子(新屋)、進藤悦子(広面)、田
上正子(千秋)、冨樫和子(楢山)、ひまわり(川尻)、山本政雄(手形)、若松長吉(楢山)
スギッチグッズ 五十嵐蒋宗(保戸野)、伊藤隆夫(飯島)、鎌田里夏(土崎)、近藤俊一(将軍野)、佐藤チエ
(八橋)、進藤キサ子(土崎)、たつお(雄和)、福太郎(牛島)、松ちゃん(添川)、若林ヤエ(東通)
＝敬称略＝

