秋田、男鹿、仙北の３市では、
旬の観光情報をお互いに紹介し
ます。今回は男鹿市情報です。

宮沢海岸夕陽フェスティバル
７月25日(土)
男鹿市(旧若美町)野石
宮沢海水浴場周辺

市立図書館の講座
近代日本文学を考える

高校生以上が対象です。講師は大東文化大学講師の須
田久美さん。会場は土崎図書館。８月に３回開催。
１回のみの受講可。無料。先着各50人。
①５日(水)午前10時30分〜正午「近代文学ってなに？」
②８日(土)午後２時〜３時30分「近代文学と恋愛」
③９日(日)午後２時〜３時30分「金子洋文の小説を読もう」
７月22日(水)午前10時から
申し込み
土崎図書館☎(845)0572

宮沢賢治の楽しみかた

８月８日(土)午後２時〜３時30分
明徳館河辺分館(河辺総合福祉交流センター内）
宮沢賢治愛好会主宰の榊昌子さんが、賢治の魅力につ
いて話します。無料。先着40人。

●社会文化(郷土史)
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●美術(工芸)
齋藤るみ子さん(桜ガ丘)
染織「海の樹」
生成の絹糸から染め上げ、織り
出された翠色のグラデーションと
淡い桃色の色調が美しい作品です。
す
絹糸を梳 くことによって得られ
る「たわみ」は、造形的な躍動感
を感じさせる「波」を構成し、た
ゆたう様を連想させます。作者独
特の染織りによる造形美を追求し
た現代感覚あふれた作品です。
縦210 ×横130 の
色鮮やかな作品です。
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故郷「新城」の歴史や文化を次
世代に伝えたいとの思いで、多く
の資料や先人の記録、口承をもとに小集落「中村」か
ら新城郷の起源をたどり、永田さ
ん自身の体験や思い出を書き記し
てまとめられました。
上新城地区の歴史や文化などに
ついて幅広く記載されている郷土
史としての価値が高い書籍です。

７月22日(水)午前10時から
中央図書館明徳館河辺分館☎(881)1202

ボランティア募集
詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
☎(866)2034

しゅう あき

書籍「羽州秋田郡新城之荘
中村風土記」

７/21(火)

７/22(水)

▼

問い合わせ 男鹿市観光商工課☎0185 -23-2111

申し込み

秋田市文化選奨は、学術・芸術の分野で前年度に優
れた作品を発表し、市民文化の発展に貢献したかたに

ーホテルで行います。文化振興室☎(866)2246

この夏、美しい砂浜と遠浅
の海が続く宮沢海水浴場に出
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、なま
はげ太鼓、ヤートセ踊り、盆踊り、
メロンの早食い競争など、楽しい
イベントがいっぱい。ご家族連れ
美しい夕陽が望める
でぜひどうぞ。
宮沢海水浴場

せせらぎライブラリー

秋田市文化選奨
贈られます。今年度の受賞者は、次のかたに決まりま
した。表彰式は７月28日(火)午後４時から、秋田ビュ

午前10時〜午後７時30分ころ

市制120周年記念講座

平成21年度

７/28(火)

●まもなく本番！竿燈まつり ●まもなく本番！竿燈まつり
●市制120周年記念式典
●市民リポーターが紹介
●絆づくり教育プラン
「ヤートセ秋田祭」
「秋田かやき四天王決定戦」
※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。

15 ●７/26(日)午前７時30分〜 ABS おはよう秋田市長です「太平山リゾート公園へ行こう」
分

ラジオ

エフエム秋田 秋田市マンデー555 毎週月 午後 ５ 時55分〜
ABSラジオ 秋田市今週のいちネタ 毎週火 午前10 時30分〜
毎週水 午後 2 時00分〜
エフエム椿台 午後スタ

●河辺農林漁業資料館特別コーナー展示

］●まもなく本番！秋田竿燈まつり
●「広報あきた」から
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あきたエコふれんど養成講座

★ アルヴェに集まれ ★
会場はアルヴェ３階の市民交流サロン。参加無
料。申し込みは、７月18日(土)午前９時から、市

16歳以上で環境活動や自然観察に興味があるかた
が対象です。秋田市の環境を一緒に考えてみません

民交流サロンへどうぞ。☎(887)5312

か。受講無料。定員30人。

デ

◆ＡＬＶＥ de ヨルカイギ
７月30日(木) 午後７時〜９時

講座「秋田の松枯れ対策について」

８月22日(土) 午前10時〜正午

民間の社会活動に関する情報局「まちかど情報
局puratto(ぷらっと)」代表の加藤一恵子さんが

秋田県立大学秋田キャンパス

ゲスト。活動の紹介とフリートーク。先着20人。

講師 秋田県立大学

◆市民活動なんでも講座
８月８日(土) 午前10時〜正午
申
し
込
み

ボランティアやNPOなどの市民活動に役立ち
ます。ユニークな環境活動などを行う「S i NG」
代表の武内伸文さんが、情報発信のコツやメディ
ア活用術について話します。先着20人。

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、７月21日(火)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

生ごみ減量にチャレンジ！

サンパル秋田 10月２日(金)
西部市民サービスセンター 10月９日(金)

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！
気ままなひとことをそえ
て、ご応募ください。

EM菌やダンボール箱を使ったたい肥
作りを学び、自宅で資源循環を実践しま
せんか。時間は午前９時30分〜正午。先着各25人。
対象

生ごみたい肥について理解があり、
作ったたい肥の使用法が決まっているかた

受講 継続的な活動ができ、定期的なアンケート
条件 や活動実績の報告に協力していただきます

EM菌編
アルヴェ ９月20日(日)
北部公民館 ９月27日(日)

▼

日程

▼

対象 生ごみの減量に取り組んでいただけるかた

②生ごみ堆肥づくり講座

広報クイズ●
申
し
込
み

ダンボール編
東部公民館 ９月６日(日)
サンパル秋田 ９月12日(土)
土崎公民館 ９月19日(土)
▼

調理方法の工夫などで、ごみの少ない料理を作り
ます。時間は午前９時30分〜正午。先着各25人。
講座終了後のアンケートに協力していただきます。

ひ

▼

①生ごみを出さない料理講座

た い

▼

(火)午前９時からごみ減量推進課へ。☎(866)2943

自宅でできる

▼

生ごみは、調理の工夫でぐっと減らせます。また、
たい肥にすれば資源として再利用できます。生ごみ
の減量に家庭で取り組んでみませんか。
各講座は個人が対象です。申し込みは、７月21日

蒔田明史・教授

▼

ア ル ヴ ェ
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１

秋田市の魅力をPRしてくれる「秋田観
光●● ● ●」の５人が決まりました。
●に入る言葉は？

２

秋田市の絆づくりキャラクターの名前
が● ● ●に決定しました。●に入る言
葉は？

※答えは７月３日、17日号の｢広報あきた｣の記事中に！

応
募
方
法

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、７月28日(火)(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
※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。

●６月19日号の当選者
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広報あきた 平成21年７月17日号

前回のクイズの答え 問１＝子育て「交流」ひろば 問２＝自「転」車
応募総数173通、全問正解172通でした。
当選者 M.Kさん(土崎)、阿部昭七(寺内)、ザ・ブーン(新藤田)、楢山の龍ちゃん(楢山)、藤田良子(手形)、
保坂冨士夫(牛島)、ぼん(大平台)、松橋節子(土崎)、宮腰郁子(手形)、森本ヨシ子(旭南) ＝敬称略＝
▼

読者のひとことは
６〜７ページで紹介！

