
ボランティア募集

９/18(金) ９/22(火)
●シリーズ・秋田でものづくり
●市民リポーターが紹介
「赤れんが郷土館の魅力」
「パワーオブミュージック」

９/23(水) ９/29(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●９/27(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
☎(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～

毎週水　午後２時00分～
ラジオ

］●ストップ！ 稲わら焼き●赤れんが郷土館企画展

●「広報あきた」からエフエム椿台 午後スタ

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。

●市民リポーターが紹介
「千秋美術館企画展」
「あきたガラスフェスタ」

問い合わせ
フリマ申し込み

実行委員会☎(845)1837
(秋田城跡調査事務所内)

◆東門大路市(フリーマーケット)
出店者募集 出店料800円(2.6㍍×2.6㍍)

寺内の秋田城跡(高清水公園内)
10月４日(日) 午前10時～午後３時

◆野点、古代米もちつき、小学生の和太鼓と踊り

弥生っこ村
まつり

地蔵田遺跡(御所野総合公園内)

10月10日(土)
午前10時～午後２時

●火おこし・勾玉
まがたま

作り・古代米もちつき体験　●弥生っこ村
まつり音頭　●和太鼓の演奏　●雑煮・野菜の販売　●フリ
ーマーケット…出店者募集。出店料500円(2.5㍍×2.5㍍)

古代米餅つき体験

一つ森公園内の旧黒澤家住宅に当時の調度品
などを展示し、藩政時代の生活を紹介。観覧料
大人100円、高校生50円、中学生以下無料。

秋田藩 武家の生活

問い合わせ 佐竹史料館☎(832)7892

９月26日(土) 10月12日(月)
午前９時30分～午後４時30分宴の様子を再現

作品展示９：00～　軽食、生涯学習相談10：00～

２日(金)

秋野菜の即売９：00～、サークル体験10：00～
裏千家お茶会(無料)10：00～

秋野菜の即売９：00～
表千家お茶会(無料)10：00～
芸能発表会10：30～

南部公民館 牛島東六丁目4－5☎(832)2457

３日(土)

４日(日)

３日間

文化講演会「命輝け！～笑う力は生きる力(講
師：人星亭喜楽駄朗さん)」10：00～　バザー13：30～
ダンスパーティー(参加費500円)18：00～

公民館まつり
10月２日(金) 10月４日(日)

フリマ申し込み 文化振興室☎(866)2246

10月８日(木)

秋田駅東口→遊学舎昭和館→雄和
華の里(旧大宮家)→国際教養大学
→地蔵田遺跡→秋田駅東口で解散

秋田市ふるさと案内人の大門さん
☎(828)4258・ファクス(828)1155

秋田市ふるさと案内人がご案内します。参加費
1,500円(小学生以下無料)。定員40人。昼食はお
持ちになるか、雄和華の里でどうぞ。

コ
ー
ス

旧大宮家

午前10時～午後４時

弥生時代から現代までの建物めぐり

秋田のぬくもりバスツアー

申し込み
問い合わせ

秋田城跡東門
ふれあいデー
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作品展示９：00～
軽食喫茶、生涯学習相談、囲碁体験10：00～

２日(金)

管内小・中学校音のカーニバル、ものづくり体
験、縁日、遠州流お茶会(茶券100円)10：00～
野菜直売(４日も)10：30～
講演会「見えないがんを追う(講師：横浜市北部病
院副院長の工藤進英さん)」13：30～(整理券を10月２
日(金)午前11時から土崎公民館で配布。先着320人)

ダンスパーティー(参加費300円)18：30～　
健康相談10：00～　芸能発表・抽選会10：30～

土崎公民館
土崎港西四丁目２－10☎(846)1133

３日(土)

４日(日)

３日間

バザー、ペットボトルでエコ園芸、裏千家お茶
会(茶券100円)10：00～　大道芸13：30～



キッズビジネスタウンの
仕組み

特許相談会 特許、商標などの疑問
に専門家が答えます。９月25日(金)、
10月２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
秋田県司法書士会 土地や多重債務
などの相談に応じます。会場は秋田
県司法書士会館。①は直接会場へ。
②は要申し込み。☎(824)0187
①10月３日(土)午前10時～午後４時
②９月30日(水)から11月25日(水)ま
での毎週水曜日、午後１時30分～４
時30分。定員各８人
行政書士相談 遺言、相続、法人設
立、農地転用などの相談に応じます。
面接・電話 第３木曜日、午後１時
～４時、秋田県教育会館４階(山王四
丁目４-14)で。☎(864)3098
電話のみ 10月１日(木)午前10時～
午後４時。☎(864)3098
多重債務相談 弁護士や司法書士が
応じます。10月１日(木)・２日(金)、
午前９時～午後３時30分、市役所北
側山王別館の市消費者センターで。
申し込みは同センター☎(866)2016
公証人電話相談 相続、任意後見な
どの相談に応じます。10月３日(土)・
４日(日)、午前９時～午後５時。相談
電話／(864)0850・(824)0561

福祉分野への就職、再就職、転職を
考えているかたに求人を紹介してい
ます。平日午前８時30分～午後５時、
第３土曜日午前９時～午後５時、県
社会福祉会館５階で。詳しくは県社
会福祉協議会へ。☎(864)2880

福
ふく

祉
し

の仕
し

事
ごと

を紹
しょう

介
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。

河辺・雄和地域の新しい生活の足「マ
イ●●●・バス南部線」が、10月１日
(木)から運行開始！　●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、９月29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

２

１
応
募
方
法

※答えは９月４日、18日号の｢広報あきた｣の記事中に！

205

御所野の相原香子さん・咲笑さんが
「親子記者」として取材に訪れたのは、
どこの市？

※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。

●８月21日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝「安心」 問２＝「介護」 応募総数130通、全問正解126通でした。
当選者 板垣百合子(川元) 工藤正子(飯島) 斉藤吉郎(将軍野) 佐々木セツ(寺内) 澤田石金一郎(大町)
進藤キサ子(土崎) 橋和子(牛島) turisuki58(南通) 前田薫(八橋) 武藤洋子(仁井田) ＝敬称略＝

読者のひとことは
４～５ページで紹介！

案 内
無
む

料
りょう

相
そう

談
だん

へどうぞ
キッズビジネスタウン
秋田商業高校企画イベント

10月10日(土)午前10時
11日(日)午後２時30分

太平山自然学習センターまんたらめ

自然や星座の観測、野外での調理など、
ドキドキ体験いっぱい！ 参加費3,000円。

小学１・２年生　定員20人(応募多数の
場合は９月25日(金)午後３時から、ま
んたらめで公開抽選)

はがきに住所、氏名、電話・ファクス
番号を書いて、９月24日(木)(必着)まで、
〒010-0824仁別字マンタラメ227-１
太平山自然学習センター☎(827)2171

申
し
込
み

対
象

１泊２
日！

ちびっこキャンプ
まんたらめ

秋田ノーザンブレッツ
- ホームゲーム試合日程 -
(会場／八橋球技場)

Go! Forward  Go! Bullets

問い
合わせ

秋田ノーザンブレッツ
☎(863)2333

10月９日(金)・10日(土)
午前10時～午後３時

秋田商業高校

「キッズビジネスタウン」は、子どもたちが
市民になって働き、学び、遊ぶことで社会の
仕組みを学ぶ教育プログラム。子どもたちの
かわいいお店に、ぜひ遊びに来てください！

10日(土)に働いてく
れる小学生を募集！
参加無料。定員200人

(抽選)。はがきに住所、
氏名、電話番号、性別、
小学校名・学年を書いて、
９月30日(水)まで、〒010-
1603秋田市新屋勝平台
１-１秋田商業高校「キッ
ズビジネスタウン」係

ハローワークで仕事
を探して就職します
(職業は24種類！)

好きなだけ働き、辞めた
くなったら退職し、給料
をもらいます
(メルクとい
う通貨です)

２

３

４
給料(メルク)で、
食事や買い物が
できます

名前を登録し、
「市民証」をも
らいます。

１

いらっしゃ
いませ！

＊９日の募集は終了しました。

☎(823)4308
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