10月14日(金)〜16日(日)

10月15日(土)・16日(日)

北部公民館まつり

東部公民館まつり

下新城中野字前谷地263 ☎(873)4839

広面釣瓶町13-３ ☎(834)2206

14日ダンスパーティー(入場無料)18:30〜21:00

２日間作品展示、学習活動紹介９:00〜、軽食・喫茶、
茶席、生涯学習相談、子ども縁日、野菜即売10:00〜

15日・16日作品展示９:00〜、朝採り野菜販売９:30〜、
お茶会、七宝焼き体験、生涯学習相談10:00〜 など

15日東部地区小・中学校文化交流ひろば10:30〜、
文化講演会「そのままのあなたが素晴らしい」(さかもと
動物病院院長の坂本尚志さん)14:00〜、ふれあいバザー
15:30〜、ダンスパーティー(参加費200円)17:30〜

15日ちびっこ縁日９:30〜、秋田北中学校吹奏楽部の
演奏10:30〜、金足西・上新城幼児園のおゆうぎと歌
11:15〜、金足西小のヤートセ13:30〜、下新城小学校
の下小太鼓13:45〜、遊児＆麗花マジックショー14:00〜

16日芸能発表会10:00〜

16日バザー、フリーマーケット、盆栽即売９:30〜、健康
相談10:00〜、芸能発表(終了後に抽選会)10:30〜15:30

10月22日(土)・23日(日)

ユービスまつり

10月22日(土)・23日(日)

(雄和市民サービスセンター)雄和妙法字上大部48-１ ☎(881)3777

河辺まるごと祭り

２日間作品展示、フリーマーケット(雨天中止)、農産物
販売、縁日コーナー９:00〜、軽食・コーヒー11:00〜

河辺市民サービスセンター(カワベリア) ほか
河辺和田字北条ケ崎38-２ 河辺の郷自治協議会☎(882)5302

22日オープニング(和太鼓、津雲優さんの歌)、茶道・
押し花・短歌・俳句・書道体験10:00〜、アニメ上映会
11:00〜、＊当日は子育て交流ひろばが開館９:00〜

２日間(カワベリア)作品展示、特産物販売10:00〜
22日(河辺総合福祉交流センター)学習発表会10:00〜
ダンスパーティー(入場無料)18:00〜

23日芸能発表会９:30〜、
囲碁・将棋大会、イワナのつかみ取り10:00〜

23日(カワベリア)河辺わさび座の演劇10:00〜
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10月23日(日) 午前９時〜午後１時
●水産、青果、花の特別販売 ９：00〜
●市民参加のせり ①水産物10：00〜
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芸能発表や作品展示などイベントいっぱい！
詳しくは、各地区コミュニティセンターへどうぞ。

)
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②青果11：00〜 ③花き12：00〜
●野菜、果物などのプレゼントコーナー
●被災地応援コーナー
●マグロの解体実演と販売

など

将軍野地区コミセン☎(845)140810月９日(日)
川尻地区コミセン☎(866)277010月９日(日)
旭南地区コミセン☎(865)333710月９日(日)
勝平地区コミセン☎(862)161810月15日(土)・16日(日)
旭北地区コミセン☎(866)726610月16日(日)
外旭川地区コミセン☎(868)507510月22日(土)
茨島地区コミセン☎(823)037410月22日(土)・23日(日)
楢山地区コミセン☎(834)984410月22日(土)・23日(日)
港北地区コミセン☎(847)234010月23日(日)
飯島地区コミセン☎(845)173110月29日(土)・30日(日)
明徳地区コミセン☎(836)163610月29日(土)・30日(日)
岩見三内地区コミセン☎(883)211111月13日(日)

問 秋田市中央市場協会☎(869)5255

ボランティア募集
詳しい放送日程は
広報広聴課へ！
☎(866)2034

テレビ
ガイド

５ AAB おはよう秋田市から
月〜木 午前10時30分〜
分
間 ABS こんにちは秋田市から
テ
金 午前11時25分〜
レ
土 午前11時40分〜
ビ
日 午前11時55分〜
番
組 AKT こんばんは秋田市から

水 午後10時54分〜

10/７(金)10/11(火)

10/12(水)10/18(火)

●秋田ノーザンハピネッツ
●市民リポーターが紹介
〜若手紙すき職人の高橋
朋子さん

市民リポーターが紹介！
●リサイクルプラザと
秋田市総合環境センター
●秋田ノーザンブレッツ

※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 ●10/30(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」
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〜
エフエム椿台 午後スタ

毎週水

午後 2 時00分〜

●食のにぎわい博覧会

］●男女共生フォーラム
●「広報あきた」から
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催し物
あき

秋のファミリーキャンプ
中学生以下のお子さんと家族が対象。
自然物で木工クラフトづくり、ピザ
焼き体験など。参加費１人3,000円。
日時／10月29日(土)〜30日(日)の１
泊２日 会場(宿泊)／太平山自然学
習センター 定員／15組(抽選)
●申し込み はがきに住所、氏名(全
員)、電話・ファクス番号を書いて、
10月13日(木)(必着)まで、〒0100824仁別字マンタラメ227-１太平
山自然学習センター☎(827)2171

まちづくりフォーラム
高清水・土崎・港北・土崎南・飯島
小学校の児童による地域のお宝の発
表や、女優の浅利香津代さんの朗読
など。詳しくは、市民協働・地域分
権推進課へどうぞ。☎(866)2037
日時／10月22日(土)午後１時30分
〜４時 会場／北部市民サービスセ
ンター「キタスカ」 入場料／無料
ちゅう が っ こ う ぶ ん か

中学校文化フェスティバル
入場無料。詳しくは、学校教育課へ
どうぞ。☎(866)2244
ステージ発表 各校ごとに演奏、演
劇、ダンス、郷土芸能などを発表。
日時／10月22日(土)午後１時30分
〜４時30分 会場／文化会館大ホ
ール 参加校／秋田南・城南・下北
手・城東・泉・勝平・桜・岩見三内
作品展示 市内中学校生徒の書道、
絵画など1,300点を展示。期間／
10月21日(金)から23日(日)まで、午
前９時〜午後４時30分(23日は午
後４時まで) 会場／文化会館地階
あんぜん

安全まちづくりフェスタ
警察音楽隊コンサートや警察車両の
展示など。10月10日(月)午後１時
〜３時30分、セリオン(土崎)で。
●問い合わせ 秋田県警察本部生活
安全企画課☎(863)1111(内3053)
あき た

れき し たんぼう

秋田の歴史探訪
金照寺山の歴史を歩く 秋田市観光
案内人が金照寺山三十三観音などを
案内。日時／10月15日(土)午前９
時45分〜正午 集合場所／萬雄寺
駐車場(楢山金照町) 参加費／無料
定員／先着30人 申し込み／10月
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11日(火)午前９時から、秋田観光コ
ンベンション協会☎(824)8686
佐竹城下を歩く会 テーマは「亀ノ
丁巡りと敢当石」。直接、集合場所
の五丁目橋(大町)へどうぞ。
日時／10月15日(土)午前10時〜
参加費／無料 問い合わせ／歴史作
家の土居輝雄さん☎(832)8708
秋田城跡発掘説明会 城内南西部の
調査を説明。直接集合場所へ。雨天
決行。日時／10月23日(日)午後１時
30分〜３時 集合場所／寺内の秋
田城跡調査事務所前 問い合わせ／
秋田城跡調査事務所☎(845)1837
し ぜん

した

自然に親しもう
横手市の霊山「御嶽山」を歩く
対象／北部公民館管内のかた
日時／10月20日(木)午前８時30分
〜午後４時30分 集合場所／北部
公民館 参加費／1,000円 定員／
20人(抽選) 申し込み／往復はがき
(１通２人まで)に全員の住所、氏名、
生年月日、電話番号を書いて、10月
14日(金)(必着)まで、〒010-0146
下新城中野字前谷地263 北部公民
館「自然と親しむ会」☎(873)4839
ネイチャーウオークinかわべ
丸舞川周辺をトレッキングします。
日時／10月26日(水)午前９時〜午
後３時 集合場所／河辺市民サービ
スセンター 参加費／無料
定員／先着20人 申し込み／10月
12日(水)午前９時から、河辺市民サ
ービスセンター☎(882)5171
えきでん

せいえん

駅伝に声援を
師走の都大路をめざす高校生を応援
しよう。当日の交通規制にご協力を。
開催日／10月16日(日) 男子＝午
前10時、八橋陸上競技場スタート
山王十字路折り返し秋田南バイ
パス雄物大橋秋田南大橋御所
野シルバーエリア横山金足線手
形山大橋四ツ谷街道国道７号
臨海十字路八橋陸上競技場ゴール
女子＝午前11時30分、一つ森公園
西側駐車場スタート荒巻南交差点
横山金足線以後男子と同じ
●問い合わせ 秋田県高等学校体育
連盟☎(833)8080(秋田南高校内)

であいのこんさぁと
障がいがあるかたや、その周囲のみ
なさんによる詩の朗読と歌。10月
16日(日)午後１時〜、県児童会館で。
入場料大人300円、中学生以下250

円。来場者にパンジーの鉢植えをプ
レゼント。詳しくは、実行委員会の
星野さんへ。☎090-5230-6888
ちょきんばこ

わらしべ貯金箱
買う人が値段を決めるフリーマーケ
ット。売り上げの一部を被災地の支
援に活用します。10月17日(月)から
23日(日)まで(19日は休み)、午前10
時〜午後７時(23日は午後３時ま
で)、大町のイーホテルショッピング
モールで。また、22日(土)は大町・
通町で商店街スゴロクを開催。詳し
くは、わらしべ貯金箱実行委員会の
武内さんへ。☎090-2363-0398
あき た べん

むかし

秋田弁の昔っこ
秋田弁で語る昔話。10月17日(月)午
後１時30分〜３時、サンパル秋田学
習室１(文化会館５階)で。無料。直
接会場へ。詳しくは秋田市民話の会
の長谷川さんへ。☎(831)8887
かんこう

こうえんかい

観光まちづくり講演会
日本建築学会会長の佐藤滋さんが講
演します。10月20日(木)午後１時
30分〜３時、市役所２階正庁で。
入場無料。直接会場へどうぞ。詳し
くは観光物産課へ。☎(866)2112
こ

こころ

もんだい

子どもの心の問題に
どなたでも参加できます。発達障害
専門の小児科医の平岩幹男さんによ
る講演「こころの問題を抱えた子ど
も 達 へ の 対 応 」 な ど 。 10月 22日
(土)午後２時〜５時、ルポールみず
ほ(山王)で。入場無料。直接会場
へ。詳しくは秋田県小児保健会事務
局へ。☎(880)3000(組合病院内)
しゅう だ い

秋大ホームカミングデー
秋田大学北秋田分校長の濱田純さん
の講演(要申し込み)やキャンパス見
学ツアーなど。10月23日(日)午前
９時30分〜午後４時30分、秋田大
学教育文化学部で。無料。直接会場
へ。問い合わせや講演の申し込みは
同学部総務担当へ。☎(889)2509
レ

ッ
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Let's Talk Together
秋田港ライオンズクラブが企画した
独身男女の出会いの場。25歳〜45
歳の男女が対象。11月５日(土)午後
６時〜、ホテル大和(土崎)で。参加
費4,000円。定員男女各40人。申し
込みは10月20日(木)まで。詳しくは
同クラブ事務局へ。☎(845)7742

