
ボランティア募集

２/17(金)�２/21(火)
●秋田が生んだ農業指導者
「森川源三郎(前編)」
●赤れんが館で卒業制作展
～公立美短附属高等学院

２/22(水)�２/28(火)
月～木　午前10時30分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

15
分 ●２/26(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」

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
］●秋田市視聴覚ライブラリーの利用案内●フォンテ文庫でスペシャルイベント！

●「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。

●秋田が生んだ農業指導者
「森川源三郎(後編)」
●市民リポーターが紹介
～秋田市工芸品まつり

大森山動物園内の花壇づくりに協力
してくれる「マイ・ズーガーデナー」に
登録しませんか。登録後にさしあげる
「ガーデナーパスポート」を提示すれば
ガーデニング作業で
の入園は自由です。
なお、花壇に植える
苗はご自身で持ち込
んでいただきます。

動物の解説や園内の案内など(飼育作
業を除く)をしてくれるボランティアを
募集します。活動は４月からで、報酬
や交通費の支給はありませんが、制服、
名札、ボランティア保険を動物園で準
備します。また、活動の際は自由に入
園することができます。

対象 小区画(２㎡～３㎡)は個人か家
族、大区画(５㎡～６㎡)はグループか企
業(５人程度。企業名の掲示は要相談)
活動期間(庭作りと管理) ３月17日
(土)から12月２日(日)まで
申し込み　電話またははがき、Ｅメー
ル(件名は「ガーデナー申込」)に、代表
者の住所・氏名・電話番号、人数を書
いて、３月10日(土)まで、〒010-
1654浜田字潟端154 大森山動物園マ
イ・ズーガーデナー係へ。応募多数の
場合は抽選。☎(828)5508
Ｅメール ro-inzo@city.akita.akita.jp

対象 高校生以上で、日曜日に月２回
以上活動できるかた
募集期間 ３月15日(木)まで
申し込み 大森山動物園☎(828)5508

◆山王にある文化会館(☎(865)1191)と同館内にあるサンパル秋田(中央
公民館☎(824)5377、勤労青少年ホーム☎(824)5378、女性学習セ
ンター☎(824)7764)
臨時休館(平成24年度)�４月10日(火)、５月８日(火)・29日(火)・30日
(水)、６月12日(火)、７月10日(火)、９月11日(火)、10月30日(火)・31
日(水)、11月13日(火)、12月25日(火)、来年３月26日(火)

NPOやボランティア活動団体などのブース展示
や活動PR。「ヤドカリ」の音楽ライブ(①10:30～
②14:40～)、河辺わさび座の演劇(11:20～)、フリーマーケット
(10:00～)のほか、「さをり織り体験」「はんこでカード作り」「うど
ん・ケーキコーナー」など楽しさいっぱいです！

アルヴェに集まれ！

施設の臨時休館

●マイ・ズーガーデナー

●ボランティアガイド

大森山
動物園で募集

中

◆中通のアトリオンにある千秋美術館☎(836)7860
臨時休館�２月25日(土)・26日(日)

次の施設が保守点検などのため臨時休館します。ご了承ください。

「秋田弁の伝統を後世に語り伝えていく活動〝んだすこら〟」と題し、
同活動代表の小原勇人さんが活動の様子を話します。フリートーク
も。参加無料。定員20人。申し込みは２月28日(火)午後７時まで。
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ファンが増え、元気と資金が集まる発信をしよう！

市民活動支援講座です。講師は日本ファンドレイジング協会常務
理事の鵜尾雅隆さん。ボランティア・NPO活動に支援と資金が集ま
る情報発信などを学びます。受講無料。定員30人(２日間参加でき
るかた)。申し込みは３月16日(金)午後７時まで。

アルヴェ１階音楽交流室Ｄ

２月29日(水)午後７時～９時

３月17日(土)午後１時～５時
３月18日(日)午前９時～午後３時

申し込みや問い合わせは市民交流サロンへ。☎(887)5312

アルヴェ４階洋室Ｃ

アルヴェ３階市民交流サロン

市民活動フェスタ2012 ～つながり 活かしあう～
３月４日(日)午前10時30分～午後３時
アルヴェ１階きらめき広場　入場無料

です

河辺わさび座

16



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。

７月から始まる「家庭系ごみの有料化」
に伴ってごみ袋も新しくなります。新
しい家庭ごみの袋は何色？

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、２月28日(火)(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２月３日、17日号の｢広報あきた｣の記事中に！

234

市民税・県民税申告が始まりました。
受付期間は３月●日まで。忘れずに申
告してください。●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。

●１月20日号の当選者
前回のクイズの答え 問１＝「３」日分 問２＝咳「エチケット」
応募総数136通、全問正解116通でした。
当選者�佐井慶子(八橋)、志賀浄子(豊岩)、白ゆり(茨島)、菅原宏司(新屋)、田川昭夫(土崎)
三浦洋一(豊岩)、みりのママ(御所野)、ゆき(上北手)、ワカ子(飯島)、ワカバママ(高陽) ＝敬称略＝

読者のひとことは
４～５ページで紹介！

明日のクリエーターたち

午前９時30分～午後４時30分
赤れんが郷土館(大町)
観覧料200円(中学生以下無料)

２月24日(金)�４月15日(日)

秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院展

問い合わせ
美短附属高等学院☎(828)4127
赤れんが郷土館☎(864)6851

※２月22日(水)・23日(木)は臨時休館します。

秋田市共同高等職業訓練校(寺内字三
千刈)は、従業員(見習生)の技能・技
術向上と教育のため、事業主と秋田
市が共同で設置した教育訓練施設で
す。現在「塑性加工科(板金）」「木造建
築科(大工)」の生徒を募集していま
す。詳しくはお問い合わせください。
●問い合わせ　同校事務局の古谷さ
ん☎(863)6408

業務効率を上げるための設備投資な
どを行い、事業場内の最低賃金を引
き上げる中小企業事業主に対して支
給する「業務改善助成金」の申請方
法などの説明会です。
対象／中小企業の事業主、総務・人
事・経理担当者など　
日時／３月１日(木)午後２時～３時
会場／大町ビル３階　参加費／無料
●申し込み　秋田県最低賃金総合相
談支援センター☎(853)9061

精神障がい者の交流の場「心の自由
空間 ユックリン」(山王六丁目３-３
共和ビル２階)で、障がい者の寄り添
い支援などをしてくれるボランティ
アを募集します。活動は月・火・水・
金曜日と第１・３・５土曜日のうち、
午前10時～午後３時の間に３時間以
上。詳しくはお問い合わせください。
●問い合わせ NPO法人秋田県心の
健康福祉会☎(867)1670(月・火・
水・金曜日、午前10時～正午)
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３月３日(土) 午前10時～11時30分
サンパル秋田(文化会館内)

電話またはファクス、Ｅメールに「美術散歩」、住所、
氏名、電話番号を書いて、２月20日(月)午前９時か
ら生涯学習室☎(866)2245 ファクス(866)2252
Ｅメール　ro-edlf@city.akita.akita.jp

申
し
込
み

市民大学講座です。千秋美術館館長の小松大秀さん
(前東京国立博物館副館長)が、ルーブル美術館(写真)

や大英博物館などの所蔵品や建物について訪問体験に基
づいて分かりやすく紹介。受講無料。先着100人。

３月３日(土) 午後１時30分～３時30分
フォンテAKITA６階　参加無料

２月24日(金)まで観光物産課☎(866)2112申し込み

秋田お笑い大使を務める桂 三若(さんじゃく)さんが、
秋田の魅力を熱く語ります。秋田市観光アドバイザー・
吉井靖さんらと、観光客にやさしい〝おもてなし〟をテ
ーマにしたトークセッションも。定員50人(立ち見可)。

〝おもてなし〟について考えよう！

１・２年生
作品展

一生懸命作った作品を
ぜひ見てください！

(金属工芸コース)

ボランティア募
ぼ

集
しゅう

桂 三若さん
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美美
術術
散散
歩歩

案内

●●●観光セミナー●●●
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