
対象

申し
込み

美しい砂浜と遠浅の海が続く宮沢海水浴場。この夏、海水
浴をかねて出かけてみませんか。フェスティバル当日は、ビ
ーチサッカー大会、PK大会(小学生以下)、なまはげ太鼓、ヤー
トセ踊り、盆踊りなど、楽しいイベントがいっぱい。ヤート
セ踊りとビーチサッカー大会の参加者募集中(７月10日(木)ま
で)。ご家族連れでぜひどうぞ。

７月26日(土)午前10時～午後７時ころ日時

男鹿市(旧若美町)野石にある宮沢海水浴場周辺会場
美しい夕陽が望める宮沢
海水浴場。環境省が選ぶ
「快水浴場百選」にも選
ばれています。

問い合わせ
男鹿市観光商工課
tel 0185(23)2111

ヒロシマ原爆展
～次代へつなぐ平和の願い～

７月26日(土) ８月１日(金)

午前10時～午後６時　　入場無料

アルヴェ２階多目的ホール

戦争と核兵器の恐ろしさ、平和の大切さ、命の
尊さへの理解を深めていただくため、広島市など
との共催で「ヒロシマ原爆展」を開催します。

問い合わせ 企画調整課 tel (866)2033

展示コーナー 被爆資料約30点、被爆写真パネル
被爆証言講話 ７月26日(土)・27日(日)
①午前11時～正午②午後２時30分～３時30分

被爆体験記朗読会 ７月26日(土)・27日(日)
①正午～午後１時 ②午後３時30分～４時30分

竿燈まつり初日の８月３日(日)に、日赤病
院跡地で開催される「あきたオールドカーミーティング・イ
ン仲小路」に展示する車を募集します。おおむね昭和53年
以前に生産された車が対象です。参加費１台1,000円。

申
し
込
み

巴里
パ リ

祭によせて

岡田謙三が留学していたパリの絵画や建築を
スライドで見ながら、シャンソン研究家・黒崎
昭二さんの解説でシャンソンを鑑賞します。先
着80人。入館料一般300円、高・大学生200円。

７月７日(月)午前９時30分から、電話で
千秋美術館へ。 tel (836)7860

申し
込み

７月13日(日)午後２時～３時30分
千秋美術館講堂

はがきかEメールに、住所、氏名、電話番号、メールアド
レス、車両名、排気量、年式を書いて、７月28日(月)(必着)
まで、〒010-0802外旭川字梶ノ目439ｰ３　秋田オールド
カークラブの岡部さん tel 090-9104-5103
Eメール： sp311.OKABE@nifty.ne.jp

オールドカーで
竿燈を盛り上げよう！

シャンソンを聴く会

ボランティア募集

７/４(金) ７/８(火)

●地域の絆をはぐくむ
「仁井田大蕗まつり」

●市民レポーターが紹介
「中央図書館明徳館」

７/９(水) ７/15(火)月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●７/27(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
tel (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
］●セリオンへ行こう！●佐竹史料館の学習講座

●「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～
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※５分間テレビ番組は、秋田ケーブルテレビでも放送しています。

●市民レポーターが紹介
「ヤートセ秋田祭」

●「どじょっこふなっこの
歌を楽しむ集い」

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。
今回は男鹿市情報です。

▼▼

▼
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刑務所で作られた作品の展示即売や
川尻小学校吹奏楽部の演奏など。７
月６日(日)午前９時～午後３時、川
尻の秋田刑務所で。 tel (862)6584

秋田・岩手・第９音楽隊などが演奏
します。トピコ、ジャスコ土崎港店、
イオンモール(御所野)にある入場整
理券(無料)が必要です。
日時／７月９日(水)午後６時30分～
８時30分　会場／文化会館大ホー
ル　入場料／無料　
●問い合わせ　秋田駐屯地広報室

tel (845)0125(内線208)

バイオリニスト・渡辺玲子さんが、
ベートーベンの曲を解説付きで演奏
します。
日時／７月10日(木)午後７時開演　
会場／アトリオン音楽ホール　
入場料／500円　
●問い合わせ　アトリオン音楽事業
部 tel (836)7803

７月12日(土)、河辺地域活動センタ
ーで上映。無料。先着各90人。直
接会場へ。問い合わせは、市視聴覚
ライブラリーへ。 tel (882)5535
「おにぎり」 午前10時～正午
「めぐみ」 午後零時45分～１時10分
「あした元気になぁ～れ!」 午後１
時20分～２時50分
「誰がために」 午後３時～４時37分

強首から種沢まで、雄物川をカヌー
で下りながらシーバスを釣ろう！
参加費3,000円(昼食代含む)。
日程／７月13日(日)午前６時、種沢り
んご園集合。終了は午後３時30分。
●申し込み　NPO法人秋田パドラー
ズの舩山さん tel 090-2275-2664

根小屋町と明徳館跡を巡ります。７
月19日(土)午前10時、千秋公園中土
橋に集合。無料。詳しくは土居輝雄
さんへ。 tel (832)8708

体験発表や講話など。７月19日(土)
午前10時～正午、県社会福祉会館で。
無料。直接会場へ。詳しくは秋田市
身体障害者協会へ。 tel (866)1341

詳しくはセリオンへ。 tel (857)3381
フリーマーケット ７月20日(日)・21
日(月)、午前９時～午後４時　
秋田弁の昔っこの語り ７月の毎週
木曜日(31日(木)を除く)、午後２時
～３時。無料。直接会場へどうぞ
星空イルミネーション ８月31日(日)
までの午後６時～９時、５階展望室
を3,000個のLEDで幻想的に電飾

初夏の鳥海山・笙ケ岳を登ろう
日時／７月20日(日)午前６時、県庁
前に集合　参加費／5,000円　
定員／45人(抽選) 申し込み／はが
きに住所、氏名、電話番号を書いて、
７月10日(木)まで、〒010ｰ0043桜ガ
丘一丁目６ｰ５秋田県山岳連盟事務
局の鈴木さん tel (835)2161
鳥海山(御浜)・花を訪ねる登山
日時／７月20日(日)午前６時、市役
所駐車場に集合　参加費／500円
申し込み／秋田清掃登山連絡協議会
の大山さん tel 090-6628-4162

目の見え方に不安があるお子さんと
その家族、関係者が対象です。見え
方に応じた遊びや調理活動など。
日時／７月27日(日)午前10時～午後
３時　会場／県立盲学校　
参加費／200円（保険料など）
●申し込み　７月10日(木)まで県立
盲学校 tel (846)2540

秋田西中グラウンド隣りの西部運動
広場の８月～11月分の団体利用申
請を７月14日(月)まで西部公民館で
受け付けます。 tel (828)4217

雑種子犬のオス・メス各２頭を譲
渡。希望者多数の場合は選考で決定。
日時／７月18日(金)午前９時30分～

10時40分　会場／市保健所
●申し込み　市保健所衛生検査課に
ある申込用紙で、７月４日(金)から11
日(金)までの平日(午前９時～午後５
時)に衛生検査課へ。 tel (883)1182

町内会、子ども会、老人クラブ、学
校、職場、家庭の花だんが対象です。
申し込みは７月25日(金)まで、市民
憲章推進協議会事務局へ。

tel (866)2253(中央公民館内)

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。
相談電話 tel (881)1205
日時／７月16日(水)午前10時～午後
２時　会場／河辺総合福祉交流セン
ター　問い合わせ／市社会福祉協議
会 tel (862)7445
無料法律相談会　ノースアジア大学
法学部の教員が、土地、借金などの
相談に応じます。日時／７月17日
(木)午後１時～４時　会場／カレッ
ジプラザ(明徳館ビル２階) 定員／
15人　申し込み／ノースアジア大学
総合研究センター tel (836)6592
特許無料相談会　特許、商標などの
疑問に弁理士がお答えします。
日時／７月11日(金)・18日(金)、午前
10時～午後４時　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
無料調停相談会　家族問題、消費者
金融、交通事故などの相談に応じま
す。直接会場へ。日時／７月11日
(金)午前10時～午後３時　会場／裁
判所合同庁舎　問い合わせ／秋田調
停協会 tel (824)3121(内線128)
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長さや重さを計測するために使う

"はかり"。私たちの暮らしに欠かせな

い、そんなはかりが大集合！　楽しい

体験コーナーもあります。

赤れんが郷土館 tel (864)6851

問い合わせ

日時
９月７日(日)まで
午前９時30分～午後４時30分

会場 赤れんが郷土館

観覧料 200円(中学生以下は無料)

発見！

さまざま
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カヌー・リバーシーバス全国大会
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