まんたらめ

中
央
卸
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市 秋田市中央卸売市場
場
ま
つ
り

秋の紅葉めぐり

11月３日(土)〜11月４日(日)
太平山自然学習センター「まんたらめ」
秋の太平山周辺を散策。きりたんぽづくりやそば
打ちにも挑戦！ 秋田駅東口午前９時30分発の無料
送迎バスがあります。先着50人。

午前９時〜午後２時
(外旭川字待合28)

参加費

●水産、青果、花きなどの特別販売 ９：00〜

4,200円（小・中学生3,400円）

10月10日(水)午前９時から19日(金)まで、太
申し込み 平山自然学習センター「まんたらめ」へ。
TEL(827)2171

▼ ▼▼

●市民参加のせり

１泊２日

水産物部10：00〜
青果部11：00〜
花き部12：00〜

●県内産いものこ汁(500人分。１杯200円)
●マグロの解体実演と販売
●生ジュース、焼きそば、焼きいか、わたあめ
●プレゼントコーナー
問い合わせ 秋田市中央市場協会TEL(869)5255

10月７日(日)・８日(月)
大森山動物園ミルヴェ

10月20日(土)・21日(日)
午前10時〜午後５時

秋田ニューシティ１階

入園料大人500円

中学生以下無料
▼

県内のデザイナーや専門
学校生の作品、小学生がデ
ザインしたエコバッグなど
を展示します。入場無料。

ご家族連れでどうぞ！
午前９時開園です

●動物パレード(２日間) ペンギン、ポニー、カメなど
●まんまタイムスペシャル(２日間)
●おねがいヒントマンウオーククイズ(７日)
●飼育員とのふれあいサービスタイム(２日間)
●エサやり体験(２日間)
●動物園の裏側を探検！ ８日午後２時〜、20分毎に
３回。定員各15人。当日、正午からミルヴェ館で整
理券を発行します。
▼

●モノづくり体験コーナー「ビー玉を使った万華鏡」
小学生以下が対象。両日ともに10:00〜。先着各15人
●TOKIファッション工科専門学校＆ファッションチーム
「Show me…」によるコラボ・ファッションショー 21
日①11:20〜②15:00〜
●トークショー「デザインて、なんだべ？」21日14:00〜

問い合わせ

大森山動物園TEL(828)5508

あきたデザインネットワーク事務局TEL(853)7470

あきたふれ愛フェスタ〜ミルヴェさ行くべ〜

鎌田勉写真展 アジアの風

10月21日(日)午前９時〜午後４時

10月16日(火)まで開催(月曜を除く)

大かるた大会、昔の遊び体験、ザリガニ
釣り、あいさつスタンプラリーなど。詳し
くは次号の広報あきたでお知らせします。

入場

第13回土門拳文化賞奨励賞「つながり」を中心に
問い合わせ 鎌田勉さんTEL080−5217−1290
ボランティア募集
詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
T E L (866)2034

テレビ
ガイド

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

10/５(金)

10/9(火)

●市民レポーターが紹介
①国体情報「便利な無料シャトルバス」
②国体スポーツ芸術スタンプラリー
③国体スポーツ芸術〜赤れんが郷
土館「得之の描いた心の風景」

10/10(水)

▼

アトリエももさだ

大森山動物園ミルヴェ

無料

▼

午前９時〜午後４時30分

10/16(火)

●国体スポーツ芸術「千秋
美術館企画展〜秋田蘭画
とその時代展」
●水道100周年記念特集
●旧黒澤家住宅・秋田藩「武家の生活」

水 午後1 0 時 54分〜

15 ●10/28(日)７：30〜 ABS おはよう秋田市長です「最新の市政情報を紹介」

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〜

］●秋田わか杉大会の魅力
●食肉衛生検査所の仕事を紹介
●「広報あきた」から
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公民館まつり

案内
な かこ う じ

10月19日(金)〜21日(日)

無料ダンスパーティー 18：30〜

20日

作品展示9:00〜、喫茶・お茶会・七宝焼き体験10:00〜、野菜・花の直
売10:00〜、軽食11:00〜など(21日も) 秋田北中吹奏楽10:30〜 金
足西・上新城幼児園の「おゆうぎとうた」11：20〜 上新城中の民謡と踊
り11:40〜 金足東小の黒川番楽13:15〜 下新城小の下小太鼓13:30
〜 金足西小のヤートセ 13:45〜 畠山久雄さんのフルート14:00〜

21日

バザー、フリーマーケット、盆栽・山野草即売会、健康相談など 10:00〜
芸能発表会 10:30〜 ※発表会の後にお楽しみ抽選会！

む りょう そ う だ ん

土崎公民館 10月19日(金)〜21日(日)
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広報あきた 10月５日号

(846)1133

19日

バザー10:00〜 裏千家お茶会10:00〜
サークル作品フリーマーケット10:00〜 フリーマーケット13:00〜

20日

あそびの広場、遠州流お茶会、折り紙体験、子ども縁日、ふしぎの部
屋(21日も)、ものづくりコーナー10:00〜 子ども劇場10:30〜
大潟村農産物即売(21日も)10:30〜 困りごと相談13:00〜
大衆演劇「劇団まどか」13:30〜 ダンスパーティー18:30〜

21日

港健康ウオーク(３キロ・５キロ)８:30〜 健康相談10:00〜 芸能発表・抽選会10:30〜

東部公民館

広面字釣瓶町13-３

10月19日(金)〜21日(日) 東部公民館 (834)2206

３日間 作品展示、野菜即売、生涯学習相談、学習活動紹介、軽食、喫茶
19日

文化講演会10:00〜「画像処理入門〜40人の盗賊の財産をアリババ
から守るには」講師 秋田大学工学資源学部・西田眞教授
バザー13:30〜

20日

東部地区小・中・高文化交流ひろば 10:00〜
こども縁日10:00〜(21日も) ゲートボール大会８:30〜
ふれあいダンスパーティー18:30〜

21日

芸能発表会10:00〜

南部公民館

牛島東六丁目４-５

10月19日(金)〜21日(日)

南部公民館

(832)2457

３日間 作品展示、生涯学習相談、軽食
19日

20日
21日

文化講演会10：00〜「秋田あれこれ」
講師 秋田県芸術文化協会の青木隆吉さん
バザー13:30〜 ダンスパーティー18:00〜(パーティ券500円)
秋野菜などの販売 9:00〜(21日も)
お茶会(裏千家) 10:00〜 サークル体験・紹介コーナー10:00〜
お茶会(表千家)10:00〜

芸能発表会 10:30〜

西部公民館

新屋元町15-14

10月12日(金)〜14日(日) 西部公民館 (828)4217

３日間 作品展示、生涯学習相談、秋野菜などの販売
12日

薬草茶試飲(13日も)10:00〜

チャリティダンスパーティー18:00〜

13日

親善ゲートボール大会(勝平屋内ゲートボール場で)９:00〜
お茶会10:00〜 軽食10:00〜 チャリティバザー10:00〜
文化講演会13:00〜「咲かそう恵みの花〜子どもは地域の宝…ちょっ
といい話」生涯学習講師 澤井輝子さん

14日

軽食10:00〜

▼

来年１月末で有効期限満了のかたを
対象に、更新申請を10月９日(火)か
ら19日(金)まで、上下水道局で受け
付けます。手数料7,000円。問い合
わせは、上下水道局給排水課
(823)8432

土崎港西四丁目２-10

土崎公民館

３日間 作品展示、生涯学習相談、軽食、喫茶、囲碁体験、薬草茶試飲、サークル紹介

は い す い せ つ び こ う じ せ き に ん ぎ じゅつ し ゃ こ う し ん し ん せ い

排水設備工事責任技術者更新申請

(873)4839

19日

無料相談へどうぞ
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
わせは市社福協へ。 (862)7445
10月10日(水)＝河辺総合福祉交流セ
ンターで。相談電話 (881)1205
10月24日(水)＝雄和ふれあいプラザ
で。相談電話 (886)5071
ふれあい法律相談 法律、相続などの
相談に加賀谷殷弁護士が応じます。
10月15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、10月９日(火)午前10時から市
社協 (863)6006(電話でのみ受付)
司法書士法律相談 土地建物、多重
債務などの相談に司法書士が応じま
す。10月６日(土)午前10時〜午後４
時、秋田県司法書士会館３階で。直
接会場へどうぞ。詳しくは、秋田県
司法書士会 (824)0187
特設行政相談所 10月15日(月)から
20日(土)までの午後１時〜３時、秋田
ニューシティで国の行政全般に関す
る苦情、要望を行政相談委員が受け
付けます。直接会場へ。詳しくは、
秋田行政評価事務所 (824)1426
巡回相談指導 労災年金受給者やそ
の家族の相談に応じます。10月14
日(日)午前10時〜午後３時、東部公
民館で。直接会場へどうぞ。詳しく
は、(財)労災年金福祉協会秋田労災
年金相談所 (832)1713
心臓病児者の相談・交流会 10月20
日(土)午前10時〜正午、県社会福祉会
館３階で。託児あり。直接会場へ。詳
しくは、全国心臓病の子どもを守る会
秋田県支部の滝波さん (863)0580

下新城中野字前谷地263

北部公民館

▼

10月20日(土)午後１時から仲小路商
店街で行うハロウィーンの仮装パレ
ードの参加者を募集します。参加無
料。定員350人。参加申し込みは、
ハロウィーンパレード実行委員会事
務局へ。 (833)2843

北部公民館

▼

ハロウィーンパレードin仲小路

縁日11:00〜

芸能発表10:30〜

