
１団体に75本まで。１㎡
当たり15本が目安です。

右記を参考に往復はがき
で、２月29日(金)まで公園
課へ。引き渡し日は、交
付日の１～２週間前に、
はがきでお知らせします。
公園課公園施設管理セン
ターtel(866)2445 【往信裏】【返信表】

本
数 ※交付希望数が多い場合、希

望本数を交付できない場合
があります。ご了承ください。

申
し
込
み

２月28日(木)まで、千秋公園活性化
協議会(公園課内)tel(866)2154

千秋公園、大森山公園で、花壇づくりや手入れを
してくださるかたを募集します。定員各９人。なお、
希望者多数の場合は抽選で決定します。

公園課公園施設管理センターtel(866)2445

下記を参考に往復はがきで、２月29日(金)まで公園
課へ。当選結果は３月下旬、はがきでお知らせします。

申し込み

花苗、肥料袋(20㎏)の運搬、植付、草取り、水ま
き、花壇を耕すなどの作業(中腰での作業が３日間
続くこともあり)を、４月から１年間(冬期間を除く)、
月に３～４回、市の指定する平日に作業でき、この
作業で得た経験を積極的に地元の町内会などの花壇
作りにいかせるかた。年齢は75歳まで。

１日4,060円 半日2,030円

【往信表】 【返信裏】 【往信裏】【返信表】

※仕事など、ご自身の都合を優先したいかたはご遠慮ください。

報酬(若干の変更あり)

対　象

午前９時～午後４時作業時間

花のあるまちづくり
協力員を募集

町内会などの団体単位でお申し込みください。植える場所
１か所につき１団体。「春苗」のパンジーを、４月中旬ころに
引き渡します。「夏苗」について
は４月以降にお知らせします。

千秋公園シンポジウム

秋田市の貴重な財産「千秋公園」の魅力や今後のあ
り方を一緒に考えませんか。桐蔭横浜大学工学部教授
の涌井史郎さんの講演「歴史的文化資産を活用したま
ちづくり」や、パネルディスカッションなど。参加無

申し込み

春苗を植えませんか

３月１日(土)午後１時～３時30分

アルヴェきらめき広場

市内のNPOや市民活動団体の展示、NPO法人柏市イ
ンフォメーション協会の藤田とし子さんとNPO法人シ
ブヤ大学の左京泰明さんの講演、秋田キャンパスネット
の体験発表、バングラデシュカレーの販売など。

日時／２月24日(日)午前10時30分～午後３時30分

雪の胡月池

ボランティア募集

２/15(金) ２/19(火)

●千秋美術館特別展
●中学生サミット2008冬
●明日のクリエーターたち
～美術工芸短大附属
高等学院卒業制作展

２/20(水) ２/26(火)月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●２/24(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「最新の市政情報」

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
］●市・県民税の申告受付中●ミルヴェ館でコンサートしませんか？

●「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～

●市民レポーターが紹介
～作ってみようエコ料理

●秋田市スポーツ賞
～次代を担うちびっ子
アスリート

●地産地消の取り組み

日時

会場

アルヴェ！
市民活動支援連続講座アルヴェ市民活動フェスタ

会場／アルヴェ２階多目的ホール

日時／３月８日(土)・９日(日)午前10時～午後３時

会場／アルヴェ１階音楽交流室D
講師は、シチズンシップ共育企画の川中大輔さん。８日

は組織運営、９日は助成金を獲得するプレゼン方法を学び
ます。２日間とも出席できるかたが対象。受講無料。

定員／先着30人

公園や町内
の花だんに

ら
な動民市 活

申し込み ２月18日(月)から、市民交流サロンtel(887)5312

入場無料！

【往信表】 【返信裏】

▼ ▼
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小学４年生～中学３年生

太平山自然学習センター「まんたらめ」

申込書を３月３日(月)(必着)まで「まんた
らめ」へ。申込書は「まんたらめ」ホー
ムページ、各小・中学校で入手するか、
「まんたらめ」へ連絡を。tel(827)2171

3,800円(宿泊費、食費、活動費)参加費

申し込み

河辺地区ふれあい無料法律相談
法律、相続などの相談に弁護士の狩
野節子さんが応じます。
日時／２月25日(月)午前10時～正午
会場／河辺総合福祉交流センター
定員／先着６人　申し込み／２月20
日(水)午前10時から市社協河辺事務所
tel(881)1205(電話でのみ受け付け)
離職者支援資金相談会 失業などで
生活が厳しくなった世帯を対象に、
生活資金の借入相談に応じます(負債
が原因のかたは除く)。直接会場へ。
対象／次の４つを満たすかた。①生
計中心者②失業後２年以内③雇用保
険を受給中ではない④働きたくても
仕事がない　日時／２月26日(火)午
後１時～４時　会場／秋田県社会福
祉会館(旭北栄町) 問い合わせ／秋
田県社会福祉協議会tel(864)2711
特許相談 特許や商標などの相談に
弁理士が応じます。日時／２月22日
(金)・29日(金)、３月７日(金)、午前10
時30分～午後３時30分　会場／県庁
第２庁舎３階　申し込み／(社)発明協
会秋田県支部tel(824)4282
交通事故相談 交通事故の損害賠償
や保険金の請求などの相談に、面接
や電話で応じます。日時／平日の午
前９時～午後３時45分　会場／秋田
県交通事故相談所(アトリオン７階)
相談電話tel(836)7804・7805
労災相談 労災補償などの相談に、
面接や電話で応じます。日時／平日
の午前９時～午後５時　会場／労災
保険情報センター(中通四丁目５-６)
相談電話tel0120-661-489

対象

１泊２日

３月22日(土) 23日(日)

50人(応募多数の場合は抽選)定員

秋田市と男鹿市、仙北市では、お互いの
広報紙で旬の観光情報をお届けします。
今回は仙北市情報です

たざわ湖スキー場特設会場会場

２月22日(金)・23日(土)・24日(日)日時

問い合わせ

仙北市田沢湖観光情報
センター「フォレイク」
tel0187(43)2111

お気軽にご利用ください

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。

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、２月29日(金)(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

応
募
方
法

※答えは２月１日、15日号の｢広報あきた｣の記事中に！

186

※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。

●１月18日号の当選者
前回のクイズの答え　問１＝城下町「ルネッサンス」 問２＝「後期」高齢者医療制度
応募総数213通、全問正解211通でした。

図書カード 石山昌子(牛島)、臼木武二(御所野)、工藤愛子(添川)、佐々木忍(浜田)、似内誠子(外旭川)、
はっちい(広面)、細井法子(川尻)、松橋朝子(外旭川)、ゆきだるま(将軍野)、留守番バアーサン(河辺)
スギッチグッズ いそがし屋(山王)、いぶりたんぽ(山王)、宇野幹雄(外旭川)、川口菜々子(御所野)、小
嶋亮(卸町)、佐藤茂司(外旭川)、鈴木秋子(港北)、寺嶋敏雄(新屋)、波多野文雄(大平台)、藤田伶子(南通)

＝敬称略＝

読者のひとことは
６～７ページで紹介！

★角館「火振りかまくら」(22日18:15～、23日18:00～)
★西木「紙風船上げ」(22日、23日19:15～)
★花火大会(22日20:00～、23日20:30～)
★田沢湖鍋コンテスト(試食して投票。24日11:30～) など

～残雪の太平山を楽しもう～

公立美術工芸短期大学

３月５日(水) ９日(日)
午前10時～午後５時
アトリオン２・３階 入場無料

工芸美術、産業デザイン学科の
卒業作品と専攻科の修了作品を展
示します。大学生活の集大成をご
覧ください。

秋田公立美術工芸短期大学
学生課tel(888)8105

展
示
に
向
け
鋭
意
制
作
中
！

問い
合わせ

太平山前岳登山(往復５時間)、オー
パス頂上からそりすべり、藍染など。
秋田駅東口から送迎バスがあります。

卒業・修了制作展

▼

▼

▼

▼

秋田市の平成18年度決算で、市税収入
の金額は？２

１
仁井田地区で行われている小正月行事
「●●●かまくら」。闇に浮かぶ炎の輪が
幻想的です。●に入るのは？
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