
千秋美術館で開催した絵画や写真、工芸などの展覧会の図録
47種を特別料金で販売しています。ぜひお越しください。

午前10時～午後６時

佐竹史料館企画展

秋田藩文人資料展

午前９時～午後４時30分
12月20日(日) ３月14日(日)

武士として日常の職務はもちろん、趣味や

たしなみの世界においても活躍し、秋田の文

化に大きな影響を与えた藩主とその家臣たち

を、作品とともに紹介します。

一般100円　高校生50円　中学生以下無料

常設展

※12月14日(月)から19日(土)まで臨時休館します。

24日(木)午前11時～午後７時
中央街区商店街と学生たちが一緒になっ

て、みんなが“ほっと”して“Hot”になれ
る手作りのクリスマスイベントを開催！

実行委員会の神
じん

さん
☎090-2845-3882

「紅鍾馗」
荻津勝章筆

ボランティア募集

12/４(金) 12/８(火)
●田中郷子 邦楽演奏会
●市民リポーターが紹介
「まちの駅あきたが開設」
「水道の凍結防止」

12/９(水) 12/15(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●12/27(日)午前７時30分～ ABSおはよう秋田市長です 「平成21年を振り返る」

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
］●水道の凍結防止●「まちの駅あきた」ってどんなところ？

●「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。

●市民リポーターが紹介
「さよなら感謝祭＆雪の動物園」
「千秋美術館の岡田謙三展」
●劇団「五本のクレヨン」

秋田ほっとHOT
クリスマスフェスタ

Happy! Happy! Christmas!

①アルヴェ１階きらめき広場

千秋美術館☎(836)7860問い合わせ

佐竹史料館☎(832)7892問い合わせ

冬の図録フェア

衣装と道具展

12月23日(水)午後１時～８時

問い合わせ

２月14日(日)まで開催

クリスマスに飾るリース(花飾り)のコンテス
トの応募作品を展示。リース制作講習会も！

ＡＫＩＴＡリース
フェスティバル2009

コンペティション(競技)部門 リースの制作過程を公開。12月
12日(土)午後２時～３時30分、アルヴェ１階きらめき広場で

AKITAリースフェスティバル事務局☎(823)8620問い合わせ

エンジョイ部門 発想豊かな楽しいリースを展示。12月11日
(金)午後５時から13日(日)午後４時まで、秋田駅ぽぽろーどで

おうちで
美術鑑賞！

リース制作講習会 12月12日(土)午後１時～４時、アルヴェ
１階きらめき広場で。参加費1,000円。当日受け付け

◆千秋美術館◆

16

▼

▼

▼

▼

▼ ▼

★クリスマスケーキファクトリー…カップ
ケーキをデコレーションしよう。23日は、
14:30～、15:30～、17:00～。24日は、
12:00～、14:00～、16:00～。参加無料。
定員各回50人。
★秋田のふるさと屋台村…郷土料
理、クリスマス料理など、たくさん
の屋台が出店！　23日12:00～
19:30。24日11:00～19:30。

★秋田の笑顔でモザイクアート…笑顔の写
真を集めて貼り合わせ、３㍍×４㍍の巨大
な絵をイベント中に完成させて展示します
★大切な人へ贈るほっとHOTなクリ
スマスメッセージ発表

②秋田駅ぽぽろーど

③アゴラ広場 24日17:00、
クリスマスツリー点灯！

※時間や場所は変更になる場合があります。



視力低下による目の不自由なかたの
生活困り事相談　電話や面接で相談
に応じます。12月13日(日)午前10
時～午後２時、県社会福祉会で。直
接会場へ。詳しくは、秋田市視覚障
害者協会の照井さん☎(868)3962
相談電話／(864)2794
年末法律相談　法律、相続などの相談
に石田英憲弁護士、三浦清弁護士が応
じます。12月21日(月)午前10時～正
午、市老人福祉センターで。先着12人。
申し込みは、12月７日(月)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)

１月17日(日)に開催される、第43回
梵天俳句大会の俳句を募集します。
事前投句の部は、「梵天」「冬祭り」
を詠んだ各１句を１組(投句料1,000
円)とし、１人何組でも応募できます。
※１月17日(日)午前10時から、梵天
祭り会場(三吉神社)で、三吉梵天
俳句(２句１組)のみ当日受け付け。

●応募方法 所定の用紙か原稿用紙
に、俳句、郵便番号、住所、氏名、
俳号、電話番号を書いて、投句料を
同封(小為替か現金書留で)し、12月
15日(火)まで、〒010-1617新屋松
美が丘東町６-９　加藤一弥方「梵天
俳句大会」係☎(863)3560

来年４月、県立養護学校と県立勝平
養護学校が再編統合し、こども総合支
援エリアに開校する「県立秋田きらり
支援学校」の校章デザインを募集中で
す。白紙(15㌢×15㌢)に３色以内で
描いてください(未発表作品に限る)。
●応募方法 デザインの趣旨、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、１
月８日(金)(必着)まで、〒010-
8580山王三丁目１-１ 県特別支援
教育課エリア準備班☎(860)5131

自殺予防などをテーマにNPO法人蜘
蛛の糸のメンバーなどが出前講演を
行います。10人以上が参加する会合、
研修会などが対象です。講演時間は
１時間30分～２時間。会場はご相談
ください。無料。申し込みはNPO法
人蜘蛛の糸へ。☎(853)9759

申
し
込
み

12月12日(土)午前10時からサンラ
イフ秋田へ(先着順）。直接窓口で
も受け付けます。☎(863)1391

たのしいエアロビクス
(25歳以上)

１月８日(金)から３月12日(金)まで
の毎週金曜日、18：30～19：45 8,400円 25人

１月13日(水)から３月17日(水)まで
の毎週水曜日、18：00～19：15 8,400円 25人

サン・エアロ
(25歳以上)

ミディアムエアロ
(25歳以上)

１月13日(水)から３月17日(水)まで
の毎週水曜日、10：45～12：00

8,400円 25人

１月８日(金)から３月19日(金)まで
の毎週金曜日、10：00～11：15

8,400円 25人

ヨガで癒やす心と身体
(20歳以上)

1月９日(土)から３月13日(土)まで
の毎週土曜日、10：00～12：00

9,450円

25人

やさしい社交ダンス
(Step1) (20歳以上)

9,450円
(別途教材費あり)

26人

パッチワーク(初級)
(20歳以上)

教室名(対象) 日程 受講料 定員

サンライフ秋田
運動と趣味の教室

１月７日(木)から３月25日(木)まで
の毎週木曜日、10：00～12：00

フラワーアレンジメント
(20歳以上)

4,720円
(別途教材費あり)

15人

１月７日(木)から３月11日(木)まで
の隔週木曜日、18：30～20：30

１月９日(土)から３月13日(土)まで
の毎週土曜日、18：00～20：00

15人

7,560円 20人

運動不足な人の教室
(20歳以上の女性)

１月７日(木)から３月18日(木)まで
の毎週木曜日、18：45～20：00

リズム体操＆ストレッチ
(25歳以上)

8,400円 20人

１月13日(水)から３月17日(水)まで
の毎週水曜日、13：30～14：45
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謡曲(喜多流)
(20歳以上)

運動不足な人の教室夜
コース(20歳以上の女性)

8,400円 20人
１月９日(土)から３月13日(土)まで
の毎週土曜日、10：30～11：45

就職・進学などで秋田市を離れたかたや市外出身のかたも出席できます。

案内状はお送りしませんので、直接会場へどうぞ。詳しくは、広報あきた

12月18日号でお知らせします。生涯学習室☎(866)2245

市立体育館メインアリーナ

１月11日(月・祝)午後１時～(正午開場)

対象 平成元年４月２日～平成２年４月１日生まれのかた

新成人のつどい

「いのちの再発見
さいはっけん

」出
で

前講演
まえこうえん

１月８日(金)から３月12日(金)まで
の毎週金曜日、10：30～11：45

8,400円 20人
ピラティス＆ダンベル
体操 (20歳以上)

心と身体の太極拳
(20歳以上)

8,400円 25人
１月12日(火)から３月16日(火)まで
の毎週火曜日、19：00～20：30

8,400円

も
も
さ
だ

ア
ー
ト
ス
ク
ー
ル

会場は新屋のアトリエももさだ。託児あり
(申し込み必要)。申し込みは、講座開始日の
７日前まで、アトリエももさだへ。
☎(888)8137(月曜日を除く9:00～16:30）
※定員割れの場合、中止することがあります。 クリスマスカード

広報あきた 平成21年12月４日号17


