
ボランティア募集

12/16(金)�12/20(火)
●100円でバスに乗れる！
「高齢者コインバス事業」
●秋田工業高校吹奏楽部が
全国大会に出場！

12/21(水)�12/27(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●12/25(日)午前７時30分～ ABSおはよう秋田市長です「平成23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
広報広聴課へ
☎(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
］●家庭系ごみの有料化は来年７月から●穂積市長が今年を振り返る

●「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25分～
土 午前11時40分～
日 午前11時55分～

※AAB「おはよう秋田市から」は上記の期間は放送を休みます。

●市民リポーターが紹介
「秋田市リサイクルプラザ」
●家庭系ごみの有料化が来年
７月から始まります

消防車両・消防団の行進、演技(虹
色の放水、車両操作)をご覧ください。
午前９時30分か
ら消防本部車庫
前で先着300人
にミニまといを
プレゼント！

問い合わせ 消防本部総務課☎(823)4000

＊けやき通りは午前９時30分～11時30分、
通行止めになります。
＊午前10時45分ころ、けやき通りを消防車が
サイレンを鳴らして走行します。災害とお間
違えにならないようにお願いします。

消消
防防
出出
初初
式式

１月７日(土)
山王けやき通り(市消防本部前)

午前10時～11時

問い合わせ

成人のつどい

平成24年１月９日(月)成人の日

市立体育館メインアリーナ

●早めにご来場ください　●駐車場は台数に限りがあります
ので、バス・タクシーの利用や自家用車の相乗りにご協力を
お願いします　●送迎の車は乗降場所にご配慮ください

式典�市長あいさつ、はたちのメッセージなど
アトラクション�友人や中学校恩師とのふれあいタイムなど
※アトラクションだけの参加はできません。

平成３年４月２日～４年４月１日生まれのかたが対象です。
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。直接会場へお越しください。

●酒類の持ち込み、飲酒者の入場はお断りします。
●「新成人のつどい」の運営の妨げになる行為や参加者などへ
の迷惑行為を行った場合は法に基づいて厳正に対処します。

交通渋滞緩和にご協力を

午後１時～(正午開場)

円滑な運営にご協力を

生涯学習室☎(866)2245

図の駐車場以外は
絶対に駐車しない
でください

オーパス＆ザ・ブーン
12月23日(金)・24日(土)�サンタを探せ！…小学生
以下のお子さんが対象です。ザ・ブーンやオーパス
でサンタを見つけてプレゼント(数量限定)をもらお
う！ 時間は午前10時～午後３時。参加無料。

１月１日(日)～３日(火)�辰年生まれのかたは
ザ・ブーン入館料が半額！…運転免許証など、
生年月日が分かるものをお持ちください。

問い合わせ クアドームザ・ブーン☎(827)2301

冬を楽しもう！ 元旦は粗品進呈(数量限定)！

１月９日(月)・29日(日) 10:00～12:00�
スキー＆スノボキッズスクール…初心者
の５歳児～小学３年生が対象です。参加
費各500円。定員各20人(抽選)。

申し込み／はがきに受講希望日、希望種目(スキー
かスノボ)、お子さん(はがき１枚に２人まで)の住
所、氏名、性別、年齢、用具レンタル(有料)を希望す
るかたは身長と靴のサイズ、電話番号、保護者の氏
名を書いて、12月26日(月)(必着)まで、〒010-
0824仁別字マンタラメ213 太平山観光開発(株)キ
ッズスクール係へ(12月28日に当選者へご連絡)。
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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！　
広報あきたや市政テレビ

番組の感想、気ままなひと
ことを添えて、ご応募くだ
さい。

家庭系ごみ有料化に合わせ、ごみ袋が新
しくなります。大きさは●㍑、20㍑、
30㍑、45㍑の４種類。●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、12月30日(金)(必着)まで、
〒010－8560秋田市役所広報広聴課
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12月２日・16日号の｢広報あきた｣の記事中に！

232

除排雪の妨げになるのが路上●●。緊
急車両が通れなくなってしまうことも。
気をつけたいですね。●に入るのは？

※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。

●11月18日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝「沈黙」の臓器 問２＝来年「４」月
応募総数152通、全問正解147通でした。

当選者�Ｊ・Ｔ(泉)、天野聖子(新屋)、きっき(飯島)、近藤俊一(将軍野)、高橋正勝(御野場)、永田順子
(楢山)、長門玲子(川尻)、まるこ(将軍野)、リリーさん(濁川)、りんちゃんのまま(山王) ＝敬称略＝

読者のひとことは
６～７ページで紹介！

中小企業緊急雇用安定助成金の相談
同助成金の申請などの相談に社会保
険労務士が応じます。時間は午後１
時～４時。直接会場へ。詳しくは秋
田県社会保険労務士会☎(864)1666
12月21日(水)＝秋田商工会議所１階
(旭北) 12月22日(木)＝北部市民サ
ービスセンター２階(土崎港西五丁目)
ふれあい法律相談 法律、相続など
の相談に菅原佳典弁護士が応じます。
１月16日(月)午前10時～正午、市老
人福祉センター(八橋)で。申し込み
は、12月19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)
司法書士総合相談センター　会場は
秋田県司法書士会館(山王六丁目３-
４)。不動産登記、多重債務、成年後
見などの相談に応じます。平日の午
後１時30分～３時(１日先着２人)
予約電話／同センター(824)0055

秋田大学医学部附属病院　18歳以上
(高校生を除く)が対象。患者さんの案
内や必要時の手助けなど。活動は平
日の午前８時30分～午後１時の間に
１～３時間程度で来年２月から。秋
田大学医学部総務課にある申込書で
12月28日(水)までお申し込みくださ
い。詳しくは同課へ。☎(884)6009
スポーツボランティア
NPO法人トップスポーツコンソーシ
アム秋田では、各種スポーツの試合
やイベント、クラブ運営に協力する
「スポーツボランティアあきた」の会
員を募集しています。詳しくはお問
い合わせください。☎(874)9591
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市民活動なんでも講座

世界各国を旅した大学生
たちの体験談。フェアトレ
ードコーヒーの試飲も。参
加無料。定員30人。申し込
みは１月27日(金)まで市民交
流サロンへ。☎(887)5312

道の駅「あきた港」東日本大震災支援チャリティーイベント

おいしいお酒と食事を楽しみながら、すてきな出会いを見つけよう。
参加費3,000円。先着男女各25人(20歳以上の独身のかた)。

１月14日(土) 午後７時～９時30分 ラ・グロッタ(中通)

電話かＥメールで、１月10日(火)まで、秋田商工会議所企画振興課
☎(866)6679 Ｅメール deaiouen@akitacci.or.jp
＊ホームページからも申し込みできます。http://www.akitacci.or.jp/
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申し込み…はがき(１人１枚)に、催し名、
住所、氏名、学年、電話・ファクス番号を
書いて、12月22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

大学生 地球
一周リレートーク
１月28日(土)
13:00～15:30
アルヴェ１階音楽交流室Ｄ

セリオン、セリオンリスタ、セリオンプラザで楽しいクリスマス！ おい
しさ満載のマルシェdeポートも開催。開催時間など、詳しくはホームページ
をご覧になるかセリオンへ。☎(857)3381 http://www.selion-akita.com/

みんなでクリスマス in あきた港
12月23日(金)�25日(日) セリオン(土崎)

イベント(予定)…★避難者のかたへクリスマスプレゼント　★チャリティー
オークション　★ゴスペル　★ハンドベル　★サンタの絵を描こう ★似顔
絵コーナー ★くじ引き大会 ★港の１年を振り返るパネル展(北前船など)

新年交流パーティー
秋田市委託事業 独身のかたの出会いを応援します！
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ウインターキャンプ
１月７日(土)・８日(日)
太平山自然学習センター

小学３・４年生が対象。うどん打ち体験、
スノートレッキングなど。参加費3,000円。
定員30人(12月23日(金)に公開抽選)。
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