大森山動物園
「いい夫婦の日」

エイジフレンドリー
シティ講演会 入場無料
11月20日(日) 午後１時30分〜３時30分

11月23日(水) 午前10時〜午後２時

ルポールみずほ(山王四丁目２-12) 定員100人

参加費１組2,200円(入園料含む)
夫婦先着22組限定！ 動物との記念写真やスペシャル
ランチ、遊園地アニパの観覧車利用券付き。お子様連れ
はご遠慮ください。年間パスポートは使用できません。

より良い高齢化社会の実現を目的に
活動するNGO組織・国際高齢者団体連
盟(IFA)事務局長のジェーン・バラット
さんが、秋田市がめざすエイジフレン
ドリーシティ(高齢者にやさしい都市)
バラットさん について講演します(日本語通訳付き)。
11月18日(金)まで
申し込み
介護・高齢福祉課☎(866)2095

申し込み

11月５日(土)午前９時から
大森山動物園☎(828)5508

動物園ときめきナイト・冬
〜大森山動物園でさがしましょ〜

12月11日(日) 午後零時45分〜７時
11月18日(金)〜20日(日)

20歳以上で独身のかたが対象です。動物園の裏側探
検やクイズ、交流会などを楽しみながらすてきなパー

サンパル秋田まつり

トナーを探しませんか。参加費男性4,000円、女性
3,500円(夕食代(アルコールを含む)、入園料など)。定
員男女各16人(抽選)。申し込みは11月30日(水)まで、

中央公民館、女性学習センター、勤労青少年ホーム
山王七丁目３-１(文化会館内)☎(824)5377
作品展示、喫茶、生涯学習相談、児童・生徒
作品展、子ども会活動写真展、明るい選挙啓
３日間
発コーナー、友好・姉妹都市交流展10:00〜
お茶会(茶券100円)10:30〜

実行委員会の武内さんへ。☎090-2363-0398

犬のしつけ
接し方

チャリティーバザー①10：30〜 ②13：30〜
18日(金)
ダンスパーティー(入場料250円)18:00〜

11月23日(水) 午前10時〜11時30分

19日(土) 児童生徒作品コンクール表彰式・朗読会10:00〜

秋田市保健所(八橋)

サークルステージ発表(小ホール)10：00〜
20日(日)
特別出演：白百合保育園一輪車クラブ

13:00〜

受講無料

市内に住む犬の飼い主さんが対象です。同伴できる
犬は生後４〜８か月で、平成23年度の狂犬病予防注射
を受けている犬です(抽選10組)。飼い主さんだけでも
参加できます。犬のしつけや接し方の実技指導、個別相
談。詳しくは、市保健所衛生検査課へ。☎(883)1182

19日(土)は２つの無料イベントを特別開催！
★文化交流ひろば

パピー教室

大ホール

地域の小学生が文化活動の成果を発表。
み こ まい
出演(演目)…旭南小(巫女 舞 、太極拳)、旭
北小(竿燈、器楽演奏)、中通小(合唱)、寺内
小・八橋小・泉小(器楽演奏)、川尻小(吹奏楽演奏)

★申し込みは往復はがきで(11月11日(金)必着)

★秋田市民歌を歌う集い 15:00〜 大ホール
秋田市民歌の歴史をたどり、合唱サークルのみ
なさんと一緒に歌おう。解説は羽川正さん、指揮
は小野真弓さん。直接会場へどうぞ。

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〜

11/４(金)11/８(火)

11/９(水)11/15(火)

●市民リポーターが紹介
①秋田市リサイクルプラザ
②施設見学会
〜まんたらめと河辺の秋

●秋田商業高校のビジネス
実践「AKISHOP」
●仮想の街で社会体験
「キッズビジネスタウン」

※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 ●11/27(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」
分

ラジオ

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
エフエム椿台 午後スタ

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〜

●火災予防運動

］●世界エイズデーの取り組み
●「広報あきた」から
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楽しくつくる工芸品
市内の工芸作家の指導で工芸品を作ります。
日時 12月４日(日)午前10時〜午後３時
会場 アトリエももさだ(新屋大川町)
材料費 各2,000円

定員 先着各10人

ももさだアートスクール

ペ彫
ン金
ダで
ン作
トる
トシ
ッル
プバ
ー

受講生を募集中！
アトリエももさだでは、５人以上の団
体・グループを対象に、染め、彫金、陶

芸などの工芸体験や、親子で参加できるものづくり講座を通
年で開催しています。講座内容など詳しくは、ホームページ
をご覧になるか、アトリエももさだへお問い合わせください。
http://www.amcac.ac.jp/momosada/momomake/make.html

申し込み

11月10日(木)午前９時30分から
赤れんが郷土館☎(864)6851

催し物
えんげきこうえん

おれ

しかばね

放送局内でのリストラを巡る物語。
11月５日(土)午後５時〜、11月６日
(日)午後２時〜、フォンテAKITA６階
で。無料。詳しくは劇団はちのすの
加藤さんへ。☎090-4318-7035
こうえん

き せ い ちゅう

め ん え き りょく

講演「寄生虫と免疫力」
東京医科歯科大学名誉教授の藤田紘
一郎さんの講演「寄生虫と免疫力」
や震災被災地の消毒業務の報告な
ど。参加無料。定員150人。
日時／11月10日(木)午後１時30分
〜 会場／秋田キャッスルホテル
●申し込み 秋田県ペストコントロ
ール協会事務局☎(868)2511
ふ どうさん

こうえんかい

そうだんかい

不動産の講演会・相談会
11月10日(木)、アキタパークホテル
で開催。税理士の鈴木明夫さんの講
演「相続税増税の傾向とその対策」
(午後４時〜)と、弁護士、税理士、
司法書士などによる相談会(午後５
時30分〜)。無料。直接会場へ。
●問い合わせ 秋田県不動産コンサ
ルティング協会事務局☎(865)4333
あき た けんはな

後３時30分(午後４時から即売会)、
アルヴェ１階きらめき広場で。無料。
●問い合わせ 花の祭典実行委員会
(県園芸振興課内)☎(860)1804
じょ し ていていえん

こ

演劇公演「俺の屍を越えていけ」

さいてん

秋田県花の祭典
花きの品評会・展示・フラワーショ
ーなど。11月12日(土)午前９時〜午
後６時、11月13日(日)午前９時〜午
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講座体験希望日の１か月前までに電話で仮予約をしたかた
申 に受講申込書をお送りします。同一講座への申込は先着順
し
込 になります。託児サービスもあります。詳しくは、秋田公
み 立美術工芸短期大学大学開放センター
「アトリエももさだ」
☎(888)8137(月曜日を除く午前９時〜午後４時30分)

広報あきた 平成23年11月４日号

茶道の実演も。11月19日(土)午前９
時〜午後２時30分、御所野学院で。
無料。直接会場へ。詳しくは、御所
野学院高等学校へ。☎(889)9150

いっぱんこうかい

あら や こうこうすいそうがく ぶ てい き えんそうかい

如斯亭庭園の一般公開

新屋高校吹奏楽部定期演奏会

旧秋田藩主佐竹氏の別邸・如斯亭庭
園(国指定名勝)を一般公開します。
観覧無料。直接会場へ。駐車場はあ
りませんのでバスなどでお越しくだ
さい(秋田温泉線、仁別リゾート公
園線「からみでん」下車)。詳しく
は文化振興室へ。☎(866)2246
日時／11月12日(土)午前９時30分
〜正午 場所／旭川南町２-73

クラシック・アンサンブル・ポップ
スステージによる３部構成。11月
19日(土)午後５時〜、秋田県民会館
で。入場料800円(高校生以下500
円)。詳しくは、新屋高等学校吹奏
楽部へ。☎(828)5859

たい こ

ウェスター太鼓フェスティバル
新屋・新屋勝平・下浜・浜田地区に
伝統芸能として伝わる太鼓の演奏
会。11月13日(日)午後１時〜３時、
西部市民サービスセンター多目的ホ
ールで。入場無料。直接会場へ。
●問い合わせ 西部地域住民自治協
議会事務局☎(828)4217
に ほん ご

日本語スピーチコンテスト
秋田で暮らす外国人が「私は〜にな
りたい」をテーマに日本語でスピー
チ。11月13日(日)午後１時30分〜４
時30分、ジョイナス(千秋)で。無
料。直接会場へ。詳しくは、秋田ユ
ネスコ協会事務局へ。☎(834)5729
ご し ょ の が く い ん ひょう げ ん か

は っ ぴょう か い

御所野学院表現科の発表会
御所野学院の中・高校生が、能、太
極拳、太鼓などを披露。作品展示や

さ た け じょう か

ある

かい

佐竹城下を歩く会
保戸野社寺巡りと保戸野郭考察。
11月19日(土)午前10時、通町橋に
集合。無料。詳しくは、歴史作家の
土居輝雄さんへ。☎(832)8708
よう ご

とくべつ し えんがっこうせい と さくひんてん

養護・特別支援学校生徒作品展
市内および県中央部の養護学校、特
別支援学校の生徒の作品を展示しま
す。11月21日(月)から来年３月16
日(金)まで、県社会福祉会館(旭北栄
町１-５)エントランスホールで。入
場無料。詳しくは、秋田県社会福祉
協議会へどうぞ。☎(864)2700
こうれいしゃかい

かんが

高齢社会を考えるフォーラム
「震災〜こころのケア」をテーマに
臨床心理学者や住職が講演します。
日時／11月27日(日)午後１時30分
〜 ５ 時 会場／秋田ビューホテル
資料代／500円 定員／250人
●申し込み フォーラム事務局(医
療法人久幸会内)☎(873)2525

