
ボランティア募集

1月20(金)�１/24(火)
●市民リポーターが紹介！
①新成人のつどい
②雪の動物園に行こう　

１/25(水)�１/31(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●１/29(日)午前７時30分～ ABSおはよう秋田市長です「最近の市政情報」

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
］●家庭ごみの有料化が７月から始まります●２月11日～15日は秋田市工芸品まつり

●「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～

※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。

●お年寄り必見！ 暮らしの
よろずご用聞き「まめだす
か」を紹介

●特定健診を受けよう

千秋美術館企画展

赤れんが郷土館の講座

３千円割引で男鹿市に泊まろう

問い合わせ

カンヴァスに描かれた女性たち
２月10日(金)�３月25日(日)

午前10時～午後６時

ジャン=マルク・
ナティエ「花の
神フローラに扮
する女性」

(入館は午後５時30分まで)

ポーランドのヨハネ・パウロ２世美
術館所蔵のコレクションから、ティン
トレット、ヴァン・ダイクなど、16世
紀～19世紀の芸術家が捉えた女性の姿
を「聖母子」「貴婦人の肖像」など５つ
のテーマに分けて紹介します。

＊２月25日(土)・26日(日)は休館。

特別講座 西洋絵画における女性表現の流れ
２月19日(日)午後２時～　千秋美術館３階講堂

講師は実践女子大学准教授の駒田亜紀子さん。受講
無料。先着50人。申し込みは、１月24日(火)午前９時
から千秋美術館へどうぞ。☎(836)7860

ギャラリートーク

千秋美術館館長の連続講座(全４回)

３月３日(土)・17日(土)午後２時～ 千秋美術館
千秋美術館の学芸員が作品を解説します。観覧チケ

ットが必要です。

千秋美術館☎(836)7860

～第１回「古代の漆芸」～

２月４日(土)14:00～15:30
千秋美術館３階講堂会場

対
象
施
設

日時

千秋美術館の小松大秀館長が縄文時代～平安時代
の漆芸を画像を使って解説。無料。先着50人。

申し込み

市外局番0185をつけて電話してください

１月23日(月)午前９時30分から
千秋美術館☎(836)7860

螺鈿紫壇
五弦琵琶

観覧料�800円
(高・大学生600円、中学生以下無料)

①昔ながらの和綴じ製本講座

②本格的な洋式製本講座

会場は大町の赤れんが郷土館。講師は民俗研究者の齊
藤壽胤さん。材料費各300円。定員各20人(抽選)。

対象期間 ３月18日(日)まで(２月９日(木)～12日(日)を除く)

電話予約 宿泊施設か男鹿市観光協会(☎0185-24-4700)へ

和綴じの本

申
し
込
み

往復はがきに希望の講座名、住所、氏名、電話番号を
書いて、１月31日(火)(必着)まで、〒010-0921 大町
三丁目3-21 赤れんが郷土館☎(864)6851

＊赤れんが郷土館の臨時休館…展示替えのため１月30日(月)
から２月３日(金)まではお休みします

右記の宿泊施設が３千円割引の料金で宿泊できます。対象人
数は５千人！(定員になりしだい終了)。ほかの宿泊補助券など
と併用できない場合がありますので、詳しくはお問い合せを。

●男鹿観光ホテル☎33-2121●温泉旅館ゆも
と☎33-3151●国民宿舎「男鹿」☎33-3181
●セイコーグランドホテル☎33-2131●男鹿
萬盛閣☎33-3161●元湯雄山閣☎33-3121
●亀屋旅館☎33-2049●海と入り陽の宿帝水
☎37-2331●HOTELきららか☎37-2311
●かもめ荘☎37-2543●三浦荘☎37-2518
●海辺のおうち青の砂☎37-2580●磯乃家旅
館☎27-2011●汐瀬旅館☎27-2711●旅館
親栄館☎27-2511●旅館浜彩☎27-2733
●民宿新地☎35-3092問い合わせ 男鹿市観光商工課☎0185-24-9141

愉
た の

しい漆芸のはなし

２月９日(木)午後１時～４時30分

２月24日(金)午前10時～午後４時

…秋田市と男鹿市、仙北市では、お互
いの広報紙で旬の観光情報をお届け
します。今回は男鹿市情報です。

20



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！　
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。

インフルエンザを防ぐ７つの予防法の
１つ「咳●●●●●」。咳などをする
ときは忘れずに！ ●に入る文字は？

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、１月30日(月)(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１月６日・20日号の｢広報あきた｣の記事中に！

233

地震に備えて、少なくとも●日分の飲
料水や食料などの備蓄品を用意してお
きましょう。●に入る数字は？

※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。

●12月16日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝路上「駐車」 問２＝「10」リットル
応募総数179通、全問正解176通でした。
当選者�HAYA(八橋)、you(牛島)、小野芳朗(楢山)、さくらちょこ(桜)、チューリップ(八橋)、
塚田トクヱ(浜田)、茨島さくらんぼ(茨島)、保泉ひな(楢山)、保坂冨士夫(牛島)、モモ子(川尻) ＝敬称略＝

読者のひとことは
６～７ページで紹介！

法務局の市民講座＆相談所　相続を
テーマに講演会と相談会を開催しま
す。１月26日(木)午前11時～正午(講
演)、午後１時～３時(相談)、イオン
モール秋田(御所野)で。定員は講座
100人、相談20人。申し込み／秋田
地方法務局総務課☎(862)1428
行政と暮らしの困りごと相談所　
相続などの法律相談や税務相談など
に応じます。１月28日(土)午後１時
～４時、アルヴェ１階きらめき広場
で。直接会場へどうぞ。弁理士、税
理士、社会保険労務士の相談は申し
込みが必要です。先着各９人。申し
込み／１月23日(月)午前８時30分か
ら秋田行政評価事務所☎(823)1100

保存期限が過ぎた雑誌や寄贈された
本を無料でさしあげます。２月19日
(日)午前10時～、新屋図書館で。１
人10冊まで。直接会場へ。詳しくは
新屋図書館へ。☎(828)4215
※読んだ小説などの本を寄贈してい
ただけませんか。２月18日(土)ま
で同館へ連絡の上お持ちください。

秋田県育英会が運営する男子寮(東京
都世田谷区)と女子寮(神奈川県川崎
市)の入寮者を募集します。今年４月
に大学、短大などに入学するかたで、
育英会の奨学金を受けないかたが対
象です。申込受付期間は、前期募集
は１月31日(火)(必着)まで、後期募集
は２月６日(月)から17日(金)(必着)ま
で。募集要項など詳しくは、(財)秋
田県育英会へ。☎(860)3552

案内
無
む

料
りょう

相談
そうだん

へどうぞ

泉の冬まつり
新屋大川散歩道
(新屋駅～美短)

★ミニかまくら…製作13:00～、点
灯17:00～　★子どもの遊び(美短
グラウンドで)12:30～　★餅つき、
お汁粉などの無料提供15:00～
＊ミニかまくらを親子などペアで作
るかたを募集。定員20組。要申込

かまくら申込・
問い合わせ

実行委員会の高橋さん
☎090-1064-4800

２月４日(土)午後１時30分～４時
秋操近隣公園(駐車場なし)

●豆まき●子どもみこし●箱そり
●ステージパフォーマンス●たこ
揚げ●ミニかまくら作り●的当て
●ホットドリンクサービス
★午後４時から光のページェント

問い合わせ
実行委員長の湯浅さん
☎090-2888-1109

子どもの居場所づくり

弥生っこ村出土品展

個人向け施設見学会

１月28日(土)
午後零時30分～８時

総合環境センター見学と新聞エコバッグ作り

１月20日(金)�３月20日(火) 10:00～20:00

情報発信コーナー(秋田駅西口フォンテAKITA６階)

御所野にある史跡地蔵田遺跡「弥生っこ村」の土器や土偶など、ふだん見
ることができない貴重な出土品を出張展示。文化振興室☎(866)2246

出土した土器

◆ギャラリートーク「弥生っこ村出土品から分かる秋田の弥生時代」

２月３日(金)午後２時～３時30分、情報発信コーナーで。無料。先着30人。
申し込みは１月23日(月)午前８時30分から文化振興室へ。☎(866)2246

観覧
無料

２月16日(木)・23日(木) 午前９時30分～午後零時30分

日時

ごみ処理やリサイクルの現場を見学した後、新聞エコバッグを作り
ます。保険料各50円。定員各20人(抽選)。広報広聴課☎(866)2034

申
し
込
み

往復はがきかEメールに(１通２人まで。電話・ファクスは不可。就
学前のお子さんはご遠慮ください)、希望日、参加者全員の住所・氏
名・年齢・電話番号を書いて、１月30日(月)(必着)まで、〒010-8560
秋田市役所広報広聴課　Eメール skengaku@city.akita.akita.jp

秋田市観光案内所前集合(JR秋田駅・新幹線改札前)→総合環境
センター(見学後、エコバッグ作り)→秋田駅東口(解散)

コース

ブック・リサイクル

育英会
いくえいかい

の学生
がくせい

寮
りょう

入
にゅう

寮
りょう

生
せい

募
ぼ

集
しゅう

会場
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