
ボランティア募集

５/２(金) ５/６(火)

●広報テレビ番組の市民
レポーター募集中
●ゴールデンウイークの
おすすめスポット

５/７(水) ５/13(火)月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●５/25(日)午前７時30分～ 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
☎(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
］●市民レポーター募集中●みゅーじあむへ行こう！

●「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 午前11時40分～
日 午前11時55分～

●広報テレビ番組の市民
レポーター募集中(再)
●地域の足に～北部地域
予約式乗合タクシー(再)

河辺農林漁業資料館は、11月30日まで開館
しています。懐かしい農機具や民具のほか、
旧三内川発電所で使われていた水車・発電機
(市指定有形文化財)も展示しています。

午前９時～午後５時(土・日、祝日も開館)

問い合わせ　文化振興室☎(866)2246

観覧料 105円　中学生以下無料

開館時間

※一部講座は保護者同伴で、お子さんも受講できます

講座「地球温暖化について」
５月21日(水)午後６時～７時30分、文化会館

自然観察会
６月21日(土)午前10時～正午
秋田県森林学習交流館(プラザクリプトン)

ホタル観察会　７月５日(土)
午後７時～８時30分、仁別の山内松原

身近な科学実験＆講座「環境安全科学入門」
８月30日(土)午前９時～午後零時30分
秋田大学鉱業博物館

郵便、ファクス、Eメールのいずれか
で、氏名、住所、電話番号、生年月日
を書いて、５月７日(水)から環境企画課
環境学習・活動担当へ。
〒011-0904 寺内蛭根三丁目24-３
☎(863)6632 ファクス(863)6630
Eメール ro-evrc@city.akita.akita.jp

申
し
込
み

５月24日(土)午前９時～11時30分

対象は市内にお住まいのかた。
犬と一緒でも、飼い主さんだけで
も参加できます(犬同伴は抽選で25
組)。犬のしつけ方、接し方の実技
指導、個別相談。飼い方や犬の問
題行動でお困りのかたはぜひどう
ぞ。衛生検査課☎(883)1182

秋田市保健所

犬のしつけ方教室

申し込みは往復はがきで

①④⑥⑦…中学生以上の初心者
②…ロクロ中級者で６日間参加できるかた
③…初心者　⑤…高校生以上の女性で初心者

講座開始日の７日前まで、公立美術工芸短大
開放センター「アトリエももさだ」へ。
☎(888)8137(月曜日を除く9:00～16:30）
＊希望者多数の場合は抽選となります
＊定員割れの場合、中止することがあります
＊託児あり。申し込み時にお申し出ください

対
　
象

申
し
込
み

★５月14日(水)必着★

狂犬病予防注射会場について
５月12日(月)の会場「四ツ谷団地
堰越町公民館」は四ツ谷団地バス
停近くの建物です。市営住宅地内
ではありません。ご注意ください。

河辺
農林漁業
資料館へどうぞ

岩見ダム
手前

20

▼▼

対象 16歳以上のかた 定員 30人

環境活動や自然観察に興味の
あるかた、秋田市の環境を一緒
に考えませんか。受講無料。

あきたエコふれんど
養成講座

無料



在宅で介護が必要なかた(要介護高
齢者・認知症・障害児者)と、その
介護者が対象です。季節を楽しんで
リラックスしませんか。１世帯につ
き２回まで参加できます。参加費は
①～③が2,000円、④は2,500円。定
員各20人(多数の場合は抽選)。
①五城目朝市と八郎潟ハイツ ６月
10日(火) ②横手ぶどう狩りとホテ
ルウェルネス横手路 ９月17日(水)
③秋田国際ダリア園と観光交流館ヴ
ィラフローラ 10月21日(火)
④クリスマス会 12月10日(水)
●申し込み　５月９日(金)から23日
(金)までの平日、市社会福祉協議会

☎(862)7445

旧秋田藩主佐竹氏の別邸・如斯亭庭
園(国名勝)を一般公開します。直接
会場へどうぞ。駐車場はありません
ので、バスなどでお越しください。
日時／５月18日(日)午前９時～正午
場所／旭川南町２-73(からみでん交
差点の北西角)
施設整備協力金／200円
●問い合わせ　文化振興室

☎(866)2246

羽州街道筋を散策しながら、八橋地
区の文化財を訪ねます。保険料40円。
日時／５月24日(土)午前９時～11時
30分(午前８時50分に八橋球技場駐
車場集合) 定員／先着25人
●申し込み　５月７日(水)午前８時
30分から文化振興室☎(866)2246

楢山西部と下浜総社跡を巡ります。
５月17日(土)午前10時、五丁目橋たも
とに集合。参加無料。詳しくは土居
輝雄さんへ。☎(832)8708

輸入食品の残留農薬など、食品の安
全に関するお話。無料。直接会場へ。
日時／５月10日(土)午後１時30分～
４時　会場／市立秋田総合病院講堂
●問い合わせ　市立病院検査科の佐
藤さん☎(823)4171(内線2605)

鋳造・彫刻・絵画作家の、おざきし
んごさんが「手のひらの世界」と題
して講演します。５月２日(金)から
31日(土)まで作品展も開催中。
日時／５月11日(日)午後２時～
会場／秋田ニューシティ１階の秋田
贔屓(びいき) 参加費／無料
●申し込み　秋田贔屓☎(853)7470

テーマは「なるほど知っ得！ 医療
保険」。参加無料。申し込みは、市
消費者センターへ。☎(866)2016
日時／５月15日(木)午後１時30分～
３時30分　会場／アルヴェ２階多目
的ホール　定員／120人　

山菜・木工品販売、クラフト製作、
シイタケの駒打ちなど。先着500人
に苗木をプレゼントします。
日時／５月10日(土)午前10時～午後
２時　会場／アゴラ広場周辺
●問い合わせ　東北森林管理局指導
普及課☎(836)2214

日時／５月13日(火)～28日(水)、午前９
時～午後６時　会場／八橋運動公園
●問い合わせ　秋田植木まつり事務
局(読売秋田広告社内)☎(862)4594

森とのふれあいを通して、森からの
家づくりを考えます。山形県鶴岡市
の小野家所有林で森林散策とたけの
こ採り。参加費1,500円。
日時／５月24日(土)午前７時～午後
５時30分　集合場所／県庁議会棟前
駐車場に午前６時50分集合
●申し込み　５月13日(火)まで「秋田
杉で街づくり」ネットワーク事務局
(小野建築研究所)☎(888)4551

詳しくはセリオンへ。☎(857)3381
春の物産展(新鮮野菜、沖縄物産品
など) 日時／５月３日(土)～６日(火)
午前10時～午後４時30分　
会場／セリオン１階センターホール
ミュージカル「虹の里のチロ」 日
時／５月４日(日)午前11時～、午後２
時～　会場／セリオン２階ポートシ
アター　入場料／無料　定員／100人　
チェコアニメ映画祭

日時／５月５日(月)・６日(火)、午前
10時～、正午～、午後２時～・４時
～　会場／セリオン２階ポートシア
ター　入場料／500円(２歳以上)

浅利香津代さんの講演、健康相談、
看護進路相談、なまはげ太鼓など。
日時／５月10日(土)午前10時～午後
３時30分　会場／アルヴェきらめき
広場　入場料／無料
●問い合わせ　秋田県看護協会

☎(834)0172

盲導犬の育成支援のために開催する
ゴルフコンペです。収益は、日本盲
導犬協会に寄付します。参加費
20,000円(プレー代、昼食代含む)。
日時／５月29日(木)午前８時30分か
ら　会場／秋田カントリークラブ
●申し込み　５月15日(木)まで実行委
員会事務局の小野さん

☎(823)0131(県民共済内)

映画『選挙』を上映後、映画の主人
公・山内和彦さん(元川崎市議)を迎
え、地方政治について語ります。参
加無料。詳しくは、実行委員の倉田
芳浩さんへ。☎090-3363-8772
日時／５月18日(日)午後１時30分～
４時30分　会場／土崎公民館

日時／５月24日(土)午後２時開演
会場／アトリオン音楽ホール
入場料(宝くじ助成による特別料
金)／一般3,000円(当日3,500円)、高
校生以下1,500円(当日2,000円)
●問い合わせ　アトリオン音楽事業
部☎(836)7803
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５月５日(月)
午前９時30分～正午

八橋運動公園
はしご車や救助工作車がやって来
る！　消防服や救助服での記念撮
影、ちびっこレスキューなど。
市消防本部予防課☎(823)4247
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セリオンのゴールデンウイーク
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