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ボランティア募集

12/21(金) 12/25(火)

●秋田の郷土玩具・八橋人

形の魅力に迫る

●技能功労者・優秀技能者

を紹介

12/26(水)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●12/23(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「佐竹市長が平成19年を振り返る」

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 ］●除排雪にご協力を●佐竹市長が平成19年を振り返る

●「広報あきた」からエフエム椿台 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～

太平山自然学習センター「まんたらめ」
スキー教室(オーパス）やそりすべり、かんじ
きハイク、アイスクリーム作りなど、もりだく
さん！　秋田駅からバスで無料送迎します。

対象 小学４年～中学３年生

参加費 3,500円(スキーレンタル・リフト代別)

申し込み

定員 50人(抽選)

２月２日(土)・３日(日)

県
営
①県立野球場(こまちスタジアム) ②向浜運動広場(野球
広場) ③向浜運動広場(テニスコート) ④新屋運動広場
(ラグビー・サッカー場) ⑤県立中央公園球技場　
⑥県立中央公園運動広場　⑦県立中央公園野球場　
⑧県立中央公園野球広場　⑨県立中央公園テニスコート　
※①…利用開始は５月中旬以降の予定で、１日２試合まで。原則公
式試合。⑤⑥…利用開始は６月からの予定で、１日３試合まで。原
則公式試合。⑦⑧…利用開始は５月からの予定で、⑦は原則試合。

①八橋陸上競技場　②八橋硬式野球場　③八橋球技場　
④八橋第２球技場　⑤八橋多目的グラウンド(軟式野球、
ソフトボール、陸上・投てき) ⑥八橋テニスコート(砂入
り人工芝６面、グリーンサンド４面) ⑦八橋相撲場　
⑧勝平市民グラウンド　⑨河辺岩見三内野球場　
⑩河辺和田野球場　⑪河辺戸島野球場　⑫雄和新波野球場
⑬雄和花の森野球場　⑭スポパークかわべ　⑮北野田公
園テニスコート(砂入り人工芝８面) ※①③…芝生フィー
ルドの利用開始は５月からの予定。原則１日２試合まで。⑭…サ

ッカー場の利用開始は６月からの予定。原則１日２試合まで。

県営の①～④ 県立スケート場tel(863)1241
県営の⑤～⑨ 県立中央公園事務所tel(886)4141
市営の①～⑭ 八橋陸上競技場tel(823)1472
市営の⑮ 秋田市公園課tel(866)2154

県立体育館tel(862)3782 県立武道館tel(862)6651
県立総合プールtel(895)5056

市立体育館　茨島体育館　土崎体育館　河辺体育館
雄和体育館　雄和南体育館

下記の屋内施設(県営)の申し込みは直接各施設へ

下記の屋内施設(市営)の申し込みは市立体育館tel(866)2600

平成20年度に下記の施設で、大会・
行事を予定している団体は、申込書に
大会・行事の開催要項を添えて、１月
７日(月)(期日厳守)までお申し込みくだ
さい。申込書は市スポーツ振興課、八
橋陸上競技場、市立体育館、県立体育館、県立総合プール、
県立武道館、県立野球場、県立中央公園事務所にあります。

平成20年度の県・市体育施設

団体使用の申込受付

秋田凧作りに挑戦！

市
営

申
し
込
み

八橋球技場

１月12日(土)

申し
込み

12月25日(火)午前９時30分から
赤れんが郷土館tel(864)6851

小学４年～中学３年生が対
象です(小学４年生は保護者同
伴）。受講料500円。先着16人。

雪のまんたらめもりー
１泊２日

赤れんが郷土館
10:00～15:00

１月６日(日) 10:00～11:30
山王けやき通り(市消防本部前)

消防車両、消防団の行進、演技(虹色の放水、
はしご車などの車両操作)をご覧ください。午
前９時30分から、車庫前で先着300人に、ミニ
まといのプレゼントもあります。

※当日７:00に各消防署でサイレンを鳴らします。また、
11:00ごろ、けやき通りを消防車がサイレンを鳴らし
て走行します。災害と間違えないようお願いします。

消防本部総務課tel(823)4000

消防出初式

申込書を１月８日(火)(必着)まで「まんたらめ」へ。
申込書は各小・中学校からもらうか、「まんたらめ」
に請求してください。tel(827)2171

※申込書は市ホームページからも入手できます。
http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/oo/

※９:30～11:30、通行止めです

問い合わせ

●ＡＫＴで
「平成19年を振り返る」

※新年の放送は
ＡＫＴが９日(水)から、
ＡＢＳが11日(金)から、
ＡＡＢが14日(月)から
開始します



★

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。

新たに委嘱された694人の●●委員・児
童委員。地域のみなさんの身近な相談
役として活躍します。●に入るのは？

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、12月26日(水)(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

２

１
応
募
方
法

※答えは12月７日、21日号の｢広報あきた｣の記事中に！

184

Ｋ２登頂に成功した秋田市出身の小松由
佳さんに、11月８日、「秋田●●●●市
民賞」を贈りました。●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。

●11月16日号の当選者
前回のクイズの答え　問１＝「アキ」ショップ　問２＝「46」年
応募総数149通、全問正解133通でした。

図書カード 宇佐美理一(下新城)、加賀谷嘉子(南通)、佐藤悦子(新屋)、山河(将軍野)、繁野ミヤ子(金
足)、柴田トシ子(千秋)、田近悠華(仁井田)、チェリー(桜ガ丘)、本真也(外旭川)、桃�啓子(土崎)
スギッチグッズ 阿部郁郎(中通)、越後谷金雄(土崎)、佐々木龍介(将軍野)、さちこ(牛島)、菅原廣子(土崎)、
たっちゃんのおばさん(高陽)、土田千秋(飯島)、中野美子(飯島)、山本悠司(泉)、湯たんぽ(桜台)

＝敬称略＝

読者のひとことは
８～９ページで紹介！

太平山スキー場オーパスtel(827)2221
クアドームザ・ブーンtel(827)2301

問い
合わせ

オーパス
太平山スキー場

12月31日(月) 午後10時～

大みそかの年越しはアルヴェ
で！ 今年の締めくくりに、初
詣のついでに寄ってください。

アマチュアバンド
ライブ
カウントダウン
なまはげの餅まき
書道講師・佐藤佳奈
さんの書き初め

秋田市民交流プラザ管理室
tel(887)5310

22:00～

0:00～

0:05～

こま、けん玉、めんこ、紙
芝居、おはじき、竹馬、すご
ろく、お手玉など昔ながらの
遊びがたくさん！　おもち
ゃや駄菓子の販売も。子ど
もから大人まで楽しめます。

１月２日(水)・３日(木)
午後10時～午後５時

日本をあそぼ実行委員会
tel(837)4600

問い合わせ

アルヴェきらめき広場

問い
合わせ

イルミネーションで彩
られたセリオンへどう
ぞ。展望台は入場無料。

お子さま抽選会

12月24日(月)

雪上宝さがし大会

餅つき

◆お正月イベント

サンタとジャンケンをしてプレゼントをもらおう。無料。先着100人。

１月１日(火)９:00～

１月２日(水)11:30～

１月３日(木)11:30～

◆サンタとジャンケン

スキーのあとはゆったり温泉！ 12月22日(土)～24日(月)は柚
子湯、１月１日(火)～３日(木)は松の湯が楽しめます。

へ行こう！
オーパス ９:00～ ザ・ブーン 10:00～

オーパス

お子さま福引き

水中宝さがし大会

餅つき

１月１日(火)10:00～

１月２日(水)13:30～

１月３日(木)13:30～

◆ザ・ブーン展望風呂の変わり湯

クアドームザ・ブーン

オーパス＆ザ・ブーンで楽しさ２倍！

アルヴェきらめき広場

広報あきた 12月21日号17

営業日

午前９時～午後４時 午後５時～９時

リ
フ
ト
料
金

３月16日(日)まで

日中

※積雪状況により営業期間を変更する場合があります。

フリーマーケット 12月22日(土)・23日(日)、
午前９時～午後４時
クリスマス★セリオンクイズ＆スタンプラリー
小学６年生以下が対象です。12月24日(月)午前
11時～午後３時(受け付けは２時30分まで)。参
加費200円。プレゼントがもらえるよ
わくわくランド 12月29日(土)～。センターホ
ールにキッズランドが登場(300円)。ボールプ
ールやジャングル滑り台などで遊ぼう！　

問 秋田市ポートタワーtel(857)3381

ナイター


