
ボランティア募集

10/17(金) 10/21(火)
●秋田市ほっと情報
●市民レポーターが紹介
「秋田市景観マップ」

10/22(水) 10/28(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「秋田市の安全・安心の取り組み」

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
］●中学校文化フェスティバル●ごみ出しは指定ごみ袋で

●「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。

●雄和の秋を満喫！
ゆったりカヌー＆

おいしい秋
●秋田でものづくり

あきた青空市
10月25日(土)
午前10時～午後２時

秋田市民市場
秋田市民市場と県・市協働プロジェ

クトとの共同企画。テーマは「食」。子
どもも大人も楽しめるイベントが盛り
だくさん！　

問い合わせ
秋田地域振興局地域企画課
☎(860)3313

椿台スーパー農園

収穫感謝祭
10月26日(日)
午前10時～午後３時

椿台スーパー農園
(雄和サイクリングターミナル隣)

収穫物のプレゼント(抽選)、農産物直
売、おいしい秋野菜鍋(無料)、市民農園
初心者向け指南塾など。詳しくは、農業
農村振興課へ。☎(866)2116

あきたデザイン
フェスティバル2008
10月25日(土)・26日(日)
午前10時～午後５時

秋田ニューシティ　入場無料
かざぐるまづくり体験(小学生以下が

対象)、TOKIファッション工科専門学校
の学生によるファッションショー、作品
展示など。詳しくは、あきたデザインネ
ットワーク事務局へ。☎(853)7470

★フリーマーケット

セリオン☎(857)3381

10月25日(土)・26日(日)午前９時～午後４時 １階センターホール
11月２日(日)午前10時～午後４時 ２階ポートシアター
11月３日(月)午前９時～午後４時 １階センターホール

秋田活性化総合フェスタ「土崎港町劇場」
11月２日(日)午前10時～午後４時30分、セリオンで。
土崎対新屋大綱引き対決(14:00～)、縁日(10:00～、100円)
音楽ステージ(11:00～)、釣り堀(有料) など

★秋田弁の昔っこの語り　
秋田のユニークな民話を楽しみませんか。10月23日(木)、11月
の毎週木曜日、午後２時～３時、１階センターホールで。無料。

河辺公民館まつり 10月31日(金)～11月２日(日)
河辺公民館☎(882)5311

３日間 作品展示９:00～、生涯学習相談コーナー９:00～

31日 太極拳体験10:00～、七宝焼き体験10:00～

１日
学習発表10:00～、軽食・農産物直売(２日も)11:00～、茶会12:00～
将棋大会13:00～、チャリティーダンスパーティー(200円)18:00～

２日

健康体操10:00～、着物着付け体験13:00～、囲碁大会13:00～
河辺わさび座公演「2008家族の絆 老いを迎えて」13:00～
講演「源氏物語に描かれた愛のかたち」13:30～
講師:金城学院大学大学院教授・山上義実さん(秋田市出身)

■給食用市内産米粉パン・いちごジ
ャム、市内産新米あきたこまち300
㌘を進呈(11:00～、14:30～、１回
限定100食) ■御所野小児童のよ
さこいソーラン演舞(25日11:00～)
■築山小児童の食育宣言(25日
14:30～) ■市内産野菜直売 など
市教育委員会学事課☎(866)2243

多目的ホール
■交通安全功労者表彰式(10:00～)
■パネルディスカッション(10:40～)
■ネイガーショー(14:00～)
きらめき広場
■ミニ警察官制服着用・記念撮影
■反射材のプレゼント　など

みんなで来てね～！
生活総務課☎(866)2035

秋田市学校給食
フェスティバル
10月25日(土)・26日(日)
午前10時～午後６時　
イオンモール秋田セントラルコート

10月26日(日)
午前10時～午後３時

交通安全フェア

アルヴェ　入場無料

★港商友会45周年記念事業

20



河辺地区ふれあい法律相談 法律、
相続などの相談に虻川高範弁護士が
応じます。10月27日(月)午前10時～
正午、河辺総合福祉交流センターで。
先着６人。申し込みは、10月21日
(火)午前10時から市社協河辺事務所
☎(881)1205(電話でのみ受け付け)
行政相談 国の行政全般に対する苦
情、要望を行政相談委員が受け付け。
10月20日(月)から26日(日)まで(23
日(木)を除く)、午後１時～３時、秋
田ニューシティで。詳しくは、秋田
行政評価事務所☎(824)1426
やさしい相続セミナー 相続や遺言
などの基礎知識の学習と無料相談。
11月15日(土)午後１時30分～５時、
御所野の中央シルバーエリアで。先
着50人。詳しくは、秋田県行政書士
会秋田支部の川村さん☎(824)8171
法務なんでも相談　登記、戸籍・国籍、
人権などの相談に応じます。11月４
日(火)から７日(金)まで、午後４時～７
時、秋田地方法務局１階で。詳しくは、
秋田地方法務局総務課☎(862)6531
相談電話☎(862)1428

来春の高卒予定者と県内企業の就職
面接会を行います。参加希望の企業
は、県雇用労働政策課にある申込用
紙(県ホームページからダウンロード
可)で、10月31日(金)まで申し込んで
ください。高校生は、学校を通じて
申し込んでください。
日時／11月26日(水)午後１時～４時
会場／秋田ビューホテル　
●問い合わせ 県雇用労働政策課
☎(860)2336  ファクス(860)3833

合
ごう

同
どう

就
しゅう

職
しょく

面
めん

接
せつ

会
かい

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！　
気ままなひとこと、広報

や市政テレビの感想などを
そえて、ご応募ください。

11月16日にアルヴェで行う「●●・地域
の絆づくりフォーラム」。●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、10月31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

２

１
応
募
方
法

※答えは10月３日、17日号の｢広報あきた｣の記事中に！

194

秋田市のよりすぐりの風景や街並み、
眺めなどを紹介した地図「秋田市●●
マップ2008」が完成。●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。

●９月19日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝「やさしさ」 問２＝「５種類」
応募総数179通、全問正解175通でした。
当選者 天野聖子(新屋)、大浦五郎(千秋)、大川陽子(楢山)、後藤和子(将軍野)、みちのく億万長者(泉)、
ミニトマト(桜ガ丘)、宮路静夫(飯島)、メタボ予備軍(将軍野)、持主真由美(牛島)、渡辺弘子(手形) ＝敬称略＝

読者のひとことは
６～７ページで紹介！

案 内
無
む

料
りょう

相
そう

談
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へどうぞ

里の森づくり体験
11月15日(土)午前９時～午後４時
河辺大張野地内私有林 参加無料
親子が対象です。草刈り、森の手入れ、きのこのほだ木カット、カブ

トムシの生息場所づくりなど、森づくりを体験しませんか。きのこ汁も
作ります。午前８時50分、市役所分館前に集合。先着20人。

申し込み 10月20日(月)午前９時から、農地森林整備課☎(866)2117

森林フェア
10月25日(土)
午前10時30分～午後３時

市民の森第１駐車場 参加無料
●木工体験(枝でマスコットづくり、端材を使った木工品づくりなど)
●わたあめプレゼント　●野菜の直売　●おでん・おにぎりの販売
●なた、のこぎり、チェーンソー、長靴などの展示販売　●ガーデ
ニング相談　●自然観察指導員の案内による市民の森、梅林園の散策

問い合わせ 農地森林整備課☎(866)2117

文
化
財
巡
り

11月５日(水)・６日(木)
午後１時30分～４時30分

秋田の偉人・平田篤胤と菅江

真澄の旧跡を見学します。秋田

城跡で築
つい

地
じ

塀
べい

復元の見学も。午

後１時20分、秋田市観光案内所

(秋田駅新幹線改札口前)集合。

参加無料。定員各20人(抽選)。

往復はがき(１通に２人まで)、見学
希望日、住所、氏名、電話番号を書
いて、10月27日(月)(必着)まで、〒
010-0951山王二丁目１-53山王21
ビル４階 文化振興室☎(866)2246

●弥生っこ村学習講座　
秋田の先史時代についての講座
と出土品の見学。10月25日(土)
午前９時～11時45分

●体験講座「石器づくり・茅
かや

刈り」
小学４年生以上が対象。11月１
日(土)午後１時30分～４時

会場は御所野の弥生っこ村。
無料。先着各20人。申し込みは、
10月20日(月)午前８時30分から
文化振興室へ。☎(866)2246

申
し
込
み
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