
北部公民館まつり

10日

12日

11日

10月10日(金)・11日(土)・12日(日)

北部公民館 (873)4839

作品展示 9:00～(12日も) 喫茶、山野草・盆栽
コーナー、お茶会、パソコン体験ほか 10:00～(12
日も) 秋田北中吹奏楽演奏 10:30～　金足東小の
黒川番楽 11:30～　金足西小のヤートセ 11:45～　
下新城小の下小太鼓 13:30～
安藤兄弟の太鼓と篠笛の演奏 13：45～

無料ダンスパーティー 18：30～

バザー、フリーマーケット、健康相談など 10:00～
芸能発表会 10:30～　※発表会の後に抽選会！

10月12日(日)・13日(月)

雄和神ヶ村
栗園が開園
雄和神ヶ村にある栗園

が開園します。拾い栗は
１㌔350円、選別栗１
㌔500円です。入園は
無料です。

午前９時～午後４時

10月11日(土)～26日(日)
土・日、祝日のみ開園

●ウオーククイズ 全問正解者には賞品をプレゼント
●吹き矢的当てゲーム 的の真ん中に当たれば賞品
●動物ガイド 飼育員が動物の説明をします
●動物園の裏側探検 当日正午から整理券を配ります
●エサやり体験 ヤギやヒツジにエサをあげよう
●なかよしタイム ヒヨコやウサギとふれ合おう
●ポニーのお散歩 ポニーと記念撮影も

入園料大人500円　中学生以下無料

大森山動物園ミルヴェ

問い合わせ 大森山動物園 (828)5508

10/３(金) 10/７(火)

●市民レポーターが紹介
①秋田市の絶景
②土崎図書館へ行こう
●国際教養大学・大学祭

10/８(水) 10/14(火)月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●10/26(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
］●文化講演会・現代アーティスト平沢淑子さん●しあわせ実感男女フォーラム

●「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～

※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。

●絆づくり教育プラン
●テノール歌手・中鉢聡さん
●市民レポーターが紹介
～サンライフ秋田へ行こう

11月１日(土)・２日(日)

秋のまんたらめもりー

紅葉登山と秋を楽しむ

太平山自然学習センター「まんたらめ」

登山やきりたんぽづくり、ナイトハイクをとおして、
太平山の自然に親しむ１泊２日。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40人。

小学４年～６年生

10月６日(月)午前８時30分から16日(木)まで、
太平山自然学習センター「まんたらめ」へ。
(827)2171

申し込み

対象 参加費

芸能発表や作品展示などイベントいっぱい！

２日間

3,200円

●旭川地区コミセン (835)1712 10月５日(日)

●明徳地区コミセン (836)1636 10月５日(日)

●大住地区コミセン (839)6900 10月５日(日)

●川尻地区コミセン (866)2770 10月11日(土)・12日(日)

●将軍野地区コミセン (845)1408 10月12日(日)

●外旭川地区コミセン (868)5075 10月18日(土)

●勝平地区コミセン (862)1618 10月18日(土)・19日(日)

●旭北地区コミセン (866)7266 10月19日(日)

問い合わせ

大森山動物園遊園地「アニパ」では、10月はハロ
ウィーン特別企画を開催中！　抽選券を集めて、お菓
子やプレゼントをゲットしよう！
詳しくはアニパのホームページを見てね！

問い合わせ 豊永産業(株) (828)1321
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問い合わせ

雄和神ヶ村自治会の
佐藤さん (887)2524
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●水産、青果、花きなどの特別販売 ９：00～

●市民参加のせり

問い合わせ 秋田市中央市場協会 (869)5255

10月19日(日)
秋田市中央卸売市場(外旭川字待合28)

●県立大学の学生が栽培した野菜の販売
●マグロの解体実演と販売　●吹奏楽
●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

●山内産いものこ汁(500人分。１杯200円)

中
央
卸
売
市
場
ま
つ
り

午前９時～午後１時

水産物部10：00～
青果部11：00～
花き部12：00～

広報あきた　平成20年10月３日号

10月25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ウ
オークに参加しませんか。保険料
100円。先着450人。申し込みは、
10月３日(金)から実行委員会へ。

(833)2843（食器の境田内）

司法書士法律相談 土地や多重債務
などの相談に応じます。10月４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。詳しく
は秋田県司法書士会 (824)0187
出張ふれあい福祉相談
電話や面接で心配事の相談に応じま
す。10月８日(水)午前10時～午後２
時、河辺総合福祉交流センターで。
相談電話 (881)1205
ふれあい無料法律相談 法律、相続
などの相談に長岐和行弁護士が応じ
ます。先着６人。10月20日(月)午前
10時～正午、市老人福祉センターで。
申し込みは、10月９日(木)午前10時
から市社協ふれあい福祉相談センタ
ー (863)6006(電話でのみ受け付け)
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。10月
10日(金)・17日(金)、午前10時～午
後４時、県庁第２庁舎で。申し込み
は発明協会秋田県支部 (824)4282
不動産相談会　地価公示・地価調査
の標準価格、賃料などの相談に不動
産鑑定士が応じます。10月16日(木)
午前10時～午後４時、アルヴェ４階
洋室Ｃで。直接会場へどうぞ。詳し
くは、秋田県不動産鑑定士協会の佐
藤さん (834)4013
障害児者総合相談会　身体・知的・
精神・発達の障害があるかたとその
家族が対象です。生活や就職の相談
に専門の相談員が応じます。10月19
日(日)午後１時30分～４時、遊学舎
で。直接会場へ。詳しくは、竹生寮
の斎藤さん (834)2577
行政なんでも相談 登記、税金、年
金、道路など、行政に関する困り事
の相談に応じます。弁護士による無
料相談も(10月６日(月)から予約受
付)。10月23日(木)午前10時30分～
午後３時30分、アルヴェきらめき広
場で。直接会場へ。詳しくは秋田行
政評価事務所 (824)1426 フリマ申し込み 実行委員会 (845)1837(秋田城跡調査事務所内)

秋田城跡東門
ふれあいデー

寺内の秋田城跡

10月５日(日)
午前10時～午後３時

弥生っこ村
まつり

地蔵田遺跡(御所野総合公園内)

10月11日(土)
午前10時～午後２時30分

問い合わせ 文化振興室 (866)2246

■大型火おこし器(国体炬火採火式で使用)による火おこし
■土器棺墓の復元(タイムカプセルにして埋めます）
■土器彩色体験　■古代米もちつき体験　■雑煮・野菜の販売

案 内
ハロウィーン仮
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◆東門大路市(フリーマーケット)
出店者募集 出店料500円(1区画2.5㍍×2.5㍍)

野点…お茶券300円　野菜即売10:30～
古代米もちつき11:00～　秋田城ウルトラクイズ11:30～
政庁築地塀復元体験13:00～　

▲
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