
ボランティア募集

９/７(金) ９/11(火)
●市民レポーターが紹介！

①ミニ得カード「みるか」で

ミュージアムめぐり

②魅惑のアートスペース

●秋田わか杉国体情報

９/12(水) ９/18(火)月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

●市民の安全を守る～消防

隊員が挑む過酷な訓練

●(仮称)北部市民サービスセ

ンターのワークショップ

●秋田わか杉国体情報

15
分 ●９/30(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「いよいよ開幕！秋田わか杉国体」

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55分～

毎週火　午前10時30分～ラジオ ］●大丈夫ですか？ 日ごろの地震対策
●秋田わか杉国体情報

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16日(日) 午前９時40分～
雄和地域活動センター

雄和出身の俳人・石井露月の功績を県内外に
顕彰する大会。大阪成蹊短期大学教授の和田
克司さんの講演「石井露月と正岡子規」や大
会に先立ち公募した短詩型作品の入選者の表
彰、分科会など。無料。直接会場へどうぞ。

石
井
露
月

９月11日(火)～18日(火)

短冊、扇子、色紙、
柱掛に焦点を当て、
市所有の作品のほ
か、全県に所蔵さ
れている露月の作
品を展示します。

全国俳句大会
秋田市短詩型大会

たのしいエアロ
ビクス(25歳以上)

10月５日(金)から12月14日(金)までの
毎週金曜日、18：30～19：45

8,400円 25人

10月５日(金)から12月14日(金)までの
毎週金曜日、10：00～11：15 8,400円

10月６日(土)から12月15日(土)までの
毎週土曜日、10：00～12：00

9,450円 26人

パッチワーク
(初級)(20歳以上)

10月11日(木)から12月13日(木)まで
の毎週木曜日、10：00～12：00

9,450円
(別途教材費あり)

15人

ドライフラワーアレン
ジメント(20歳以上) 15人

謡曲(20歳以上)

教室名(対象) 日程 受講料 定員

運動と趣味の教室

10月11日(木)から12月６日(木)までの
木曜日に５回、18：30～20：30

心と身体の太極拳
(20歳以上)

7,560円 20人10月６日(土)から12月15日(土)までの
毎週土曜日、18：00～20：00

8,400円 20人10月６日(土)から12月15日(土)までの
毎週土曜日、10：30～11：45

サンライフ秋田

10月10日(水)から12月12日(水)まで
の毎週水曜日、10：45～12：00 8,400円

ミディアムエアロ
(25歳以上)

25人

25人

９月15日(土)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。tel(863)1391

申
し
込
み

リズム体操＆スト
レッチ (25歳以上)

やさしい社交ダンス
(step1)(20歳以上)

ヨガで癒す心と身体
(20歳以上)

運動不足な人の教室
(20歳以上の女性)

4,720円
(別途教材費あり)

10月10日(水)から12月12日(水)まで
の毎週水曜日、13：30～14：45 8,400円 25人

8,400円 25人10月９日(火)から12月11日(火)までの
毎週火曜日、19：00～20：30

問い合わせ　雄和公民館tel(886)5585

午前10時～午後４時

雄和図書館２階　入場無料

名品展の記念講演会
中央図書館明徳館の北条常久館長が

「芥川龍之介の俳句～石井露月を視野に入れて
～」と題して講演。９月11日(火)午後１時30
分～３時、雄和地域活動センター大会議室で。
入場無料。直接会場へどうぞ。

問い合わせ　雄和図書館tel(886)2853

石井露月顕彰

９月22日(土)・23日(日)

●市内企業の製品展示　●伝統技術の実演・体験　●高等学校
産業教育フェア　●手作り体験コーナー(スギッチ折り紙、万華
鏡など) ●うまいもん厨房・手打ちそばに挑戦(有料) など

実行委員会事務局(秋田商工会議所内)tel(866)6678問い合わせ

午前10時～午後４時 入場無料

●野菜、漬け物など地場産品の販売　●ヤートセ祭り　など

●市民創作活動作品展示(パッチワーク、陶芸、押し花など)

秋秋田田市市産産業業フフェェアア

露月直筆の扇子
(伊藤義一さん所蔵)

第１会場　アルヴェきらめき広場、多目的ホール

楽しい催しがいっぱい！

第２会場　アゴラ広場、買物広場大屋根

第３会場　秋田駅ぽぽろーど
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往復はがきに、「雄和見学会」、住所、氏名、年齢(１通２人まで。
２人の氏名、年齢を書いて)、電話番号を書いて、９月12日(水)(必
着)まで、〒010-8560秋田市山王一丁目１-１ 秋田市役所市民相談
室へ。Eメールで申し込む場合は、ro-plcs@city.akita.akita.jpへ。
電話・ファクスでは受け付けません。

●個人向け
…見ごろの雄和を楽しもう!

秋田市観光案内所前集合(JR秋田駅・新幹線改札前)→秋田国際
ダリア園(雄和妙法)→雄和地域活動センター→秋田駅西口(解散)

秋
田
国
際
ダ
リ
ア
園

９月20日(木)

問い合わせ 市民相談室tel(866)2272

20人(抽選) ※ダリア園入場料400円（中学生以下無料）が必要です。

土崎図書館で対面朗読サービスなど
をしてくれるかたを募集します。活
動は毎週火・木曜日午前10時から。
見学・申し込みは、活動日に直接、
土崎図書館へどうぞ。tel(845)0572

９月29日(土)・30日(日)に児童会館で
開かれる発明くふう展に出品する、
「身近な材料で、くらしの豊かさを求
めて工夫した作品」を募集します。
出品料は1,500円(学生は無料)。応募
締め切りは９月20日(木)。細かな規定
がありますので、詳しくは、(社)発
明協会秋田県支部中央会へお問い合
わせください。tel(832)4736

ふれあい無料法律相談　法律、相続
などの相談に柴田久雄弁護士が応じ
ます。９月10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、９月８日(土)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)
シルバー110番なんでも相談 電話
や面接で高齢者とその家族の心配ご
とに、弁護士や医師などが無料で応
じます。９月11日(火)午後１時～４時、
秋田県高齢者総合相談センター(御所
野のシルバーエリア内)で。申し込
み・電話相談は、(財)秋田県長寿社
会振興財団tel(829)4165
出張ふれあい福祉相談　電話や面接
で心配事の相談に応じます。時間は
午前10時～午後３時。詳しくは、秋
田市社会福祉協議会tel(862)7445
９月12日(水)＝河辺総合福祉交流セン
ター。相談電話tel(881)1205
９月26日(水)＝雄和ふれあいプラザ。
相談電話tel(886)5071
特許無料相談会　特許、実用新案、
商標などの相談に弁理士が応じます。
９月14日(金)・20日(木)、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

朗読
ろうどく

ボランティア募
ぼ

集
しゅう

発
はつ

明
めい

くふう展
てん

作
さく

品
ひん
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しゅう

９月28日(金)(必着)まで、専用の申込書で、市役所１階の市民相
談室へ。申込書は、市民相談室、土崎・新屋支所、アルヴェ市民
サービスセンター、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、各コミセンでどうぞ。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くだ
さい。電話では受け付けません。申し込み多数の場合は抽選。
ファクス(866)2281 Eメール ro-plcs@city.akita.akita.jp
ホームページ http://www.city.akita.akita.jp/city/pl/cs/

見学コースは、各団体で市の施設の中から見学先を選んで決めるか、下
記の①～⑧のモデルコースの中から選んでください。

藤倉水源地

10月26日(金) 11月16日(金)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

案 内

無
む

料
りょう

相
そう

談
だん

へどうぞ コース

定員

申
し
込
み

●団体向け

モ
デ
ル
コ
ー
ス

申
し
込
み

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)→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、議場で傍聴

⑦総合環境センター(溶融炉、リサイクルプラザ)
⑧中央卸売市場→セリオン

午前９時30分～午後零時40分

ボランティアガイドと一緒に古代水洗トイレ
の復元工事現場などを散策。無料。先着30人。

集合場所は秋田城跡出土品収蔵庫前。申し込みは、９月10日(月)午前８
時30分から秋田城跡調査事務所へ。tel(845)1837

パネル展「秋田城跡を見る」 発掘調査の成果を写真で紹介。９月29
日(土)まで、午前９時～午後９時、セリオン３階ギャラリーで。無料。

古代水洗厠舎遺構

９月15日(土) 午前９時30分～11時30分

▲
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