
期間を通じて除草や清掃などの管理ができ、自家用車以外で来園できるか
たが対象です。他のかたに貸すことはできません。農園の広さは１区画15
～25㎡。１家族で１区画。４月下旬から11月下旬まで利用できます。年
度ごとに申し込みが必要です。水道や駐車場、休憩所はありません。

はがきに希望する農園１か所と、郵便番号、住所、氏名(フ
リガナ）、電話番号を書いて、３月13日(水)まで、〒010-
0973八橋本町六丁目12-１農業農村振興課へ。☎(866)2116
申し込みは１家庭１通のみ。同じ農園に複数枚、または有

料無料問わず複数の農園への応募はできません。また、平成
25年度も有料市民農園を継続して使用する申請をしているか
たとそのご家族は応募できません。

大森山動物園で花壇を作ってくれる
「MY ZOO ガーデナー」を募集します。
活動は３月16日(土)～12月１日(日)。
作業のときは無料で入園できます。
なお、花苗は各自でご用意ください。

小区画(２㎡～３㎡。30区画)は個
人か家族、大区画(５㎡～６㎡。８
区画)はグループか企業(５人程度。
企業名の掲示は要相談)

対
象

はがきか電話、ファクス、Ｅメー
ルに代表者の住所･氏名･電話番号
と人数を書いて３月９日(土)まで。
定数を超えた場合は抽選(当選者に
のみ連絡します)。
〒010-1654浜田字潟端154
大森山動物園ガーデナー係

☎(828)5508･ファクス(828)5509
Ｅメール(件名「ガーデナー申込」)
u ro-inzo@city.akita.akita.jp

申
し
込
み

市民農園で収穫の喜びを

無
料
市
民
農
園
①東部・手形山地区…112区画　②東部・広面谷地田地区…59区画
③中央・八橋田五郎地区…92区画　④南部・仁井田柳林地区…41区画
⑤西部・新屋比内町地区…79区画　⑥北部・飯島堀川地区…124区画

申
し
込
み

＊申し込み多数の場合は、３月22日(金)10:00から市役所職員研修棟で
公開抽選を行います。抽選結果は４月17日(水)までに応募者全員へ郵
送でお知らせします。電話では回答しませんのでご了承ください。

期間を通じて除草や清掃などの管理ができるかたが対象です。他のかたに
貸すことはできません。駐車場や水道、休憩所を完備。利用は４月中旬か
ら翌年２月まで(建物や設備は冬期間閉鎖)。翌年度も継続利用できます。

※１ 農園利用者で組織する“椿台農園クラブ”への加入が必要です。
※２ 小･中学校や福祉施設、町内会などの団体、または「新規就農」をめざすかた向け。

有
料
市
民
農
園

平成25年度の市民農園の利用者を募集

有料市民
農園MAP

ブラウブリッツ秋田
vs 佐川印刷SC

３月17日(日)13:00～
八橋運動公園球技場

ハピネッツチケット事務
局☎050-3536-0577
(平日9:30～18:30)

ハピネッツvs埼玉ブロンコスを生中継…３月９日(土)18:00～、
エリアなかいちとフォンテAKITA６階で試合を生中継。入場無料。

チケットの
問い合わせ

秋田フットボール
クラブ☎(874)9777
(平日9:00～19:00)

©AKITA NORTHERN
HAPPINETS/bj-league

©2012BLAUBLITZ’AKITA/WSUG(BBPU)

開
幕
戦
！

チケットの
問い合わせ

秋田ノーザンハピネッツ

３月23日(土)18:00～
24日(日)14:00～

vs 宮崎シャイニングサンズ

市立体育館

＊３月後半に花壇づくり講習会を開催します。

18

１仁井田スーパー農園…50㎡。年額5,500円。17区画
２椿台スーパー農園(※1)…35～55㎡。年額3,500円～5,500円。10区画
３椿台ヒルズ市民農園…約70㎡。年額7,000円程度。２区画
４椿台第一農園(※2)…95～130㎡。年額9,500円～13,000円。７区画



申
し
込
み

３月９日(土)10:00から､
サンライフ秋田の窓口か電
話で(先着)｡☎(863)1391

サンライフ秋田
運動と趣味の教室

河辺・雄和地域の小・中学生を対象に
行った読書感想文コンクールで、応募
46作品の中から次のみなさんが入賞
しました。雄和図書館☎(886)2853

最優秀賞u石塚みなみ(戸米川)
優秀賞u髙宮颯

そう

汰
た

(戸米川)、高橋希歩
き ほ

(河辺) 入選u加藤真生
ま お

(種平)、熊谷美
幸(大正寺)、佐々木結衣

ゆ い

(河辺)、伊藤
舞音
ま お

(河辺)

最優秀賞u河津平
へい

和
わ

(川添)

優秀賞u伊藤矢姫
し き

(種平)、石井丈
じょう

成
せい

(河辺)

入選u小島ひより(川添)、伊藤愛
まな

(種平)、
石井萌生

め い

(河辺)、田口唯那
ゆ な

(河辺)

最優秀賞u酒井桃香(雄和)
優秀賞u加藤亜古

あ こ

(雄和)

平成24年度 雄和図書館

小学校低学年(１年～３年生)の部

読書感想文コンクール

小学校高学年(４年～６年生)の部

中学生の部

市内の下記５つの温泉に１回ずつ入浴で
きる、お得なセット入浴券を３月末まで販
売(利用期限は８月31日)。購入は各温泉ま
たは秋田観光コンベンション協会(大町)、
秋田市観光案内所(秋田駅新幹線改札前)で。

●ユアシス(雄和)☎(887)2575
●岩見温泉(河辺)☎(883)2020
●クアドーム ザ･ブーン☎(827)2301
●木こりの宿(仁別)☎(827)2111
●ユフォーレ(河辺)☎(884)2111

わく楽フィットネス
(20歳以上)

４月12日(金)u６月21日(金)
毎週金曜日、18:30～19:45 8,400円 25人

４月10日(水)u６月19日(水)
毎週水曜日、18:00～19:15 8,400円 25人

骨盤引き締めサン・
エアロ (20歳以上)

骨盤引き締めミディ
アムエアロ(20歳以上)

４月３日(水)u６月12日(水)
毎週水曜日、10:45～12:00

8,400円 20人

４月12日(金)u６月21日(金)
毎週金曜日、10:00～11:15

8,400円 25人

４月６日(土)u６月29日(土)
毎週土曜日、10:00～12:00 9,450円

25人

やさしい社交ダンス
(Step1) (20歳以上)

9,450円
(別途材料費あり)

26人

パッチワーク(初級)
(20歳以上)

４月４日(木)u６月20日(木)
毎週木曜日、10:00～12:00

フラワーアレンジ
メント (20歳以上)

4,720円
(別途材料費あり)

15人

４月11日(木)u６月13日(木)
隔週木曜日、18:30～20:30

４月13日(土)u６月22日(土)
毎週土曜日、18:00～20:00

15人

7,560円 20人

運動不足な人の教室
夜コース(20歳以上の女性)

リズム体操＆
ストレッチ(20歳以上)

8,400円 20人
４月12日(金)u６月21日(金)
毎週金曜日、10:30～11:45

謡曲(喜多流)
(20歳以上)

8,400円 20人
４月11日(木)u６月20日(木)
毎週木曜日、18:45～20:00

癒しのストレッチ＆
ピラティス(20歳以上)

バランスボールで
姿勢美人 (20歳以上)

４月９日(火)u６月18日(火)
毎週火曜日、10:30～11:45

8,400円

教室名(対象) 日程(全10回。※は全５回) 受講料

8,400円 20人

8,400円 20人
４月10日(水)u６月19日(水)
毎週水曜日、13:30～14:45

ヨガで癒す心と身体
(20歳以上の女性)

心と身体の太極拳
(20歳以上)

４月９日(火)u６月25日(火)
毎週火曜日、18:30～20:00

フラダンス
(20歳以上) 6,800円 20人

４月８日(月)u６月17日(月)
毎週月曜日、18:30～19:45

定員

４月13日(土)u６月22日(土)
毎週土曜日、10:30～11:45

8,400円 20人疲労回復と至福の時
(軽運動)(20歳以上の女性)

千秋美術館３階講堂

色に焦点を当て名画をひもとくシリーズです(全４回)。第

２回のテーマは「黄」。南仏の暖かな陽光の下、厚塗りで独特

のタッチを持つ「ひまわり」を描いたゴッホ。華やかさと開

放感にあふれた世界を見せてくれるロートレック…。多彩な

表現の世界を学芸員が紹介します。参加無料。先着50人。

３月４日(月)9:30から千秋美術館☎(836)7860申し込み

３月23日(土)

色彩の
不思議な世界　

講座｢アートを旅する｣

14:00～15:30　

～名画をめぐるカラフルな旅～

第２回の

黄
テ
ー
マ

問い合わせ 観光物産課☎(866)8942

金沢秀之助「人と牛肉」通常1,950円→1,000円！

＊敬称略。( )内は学校名です。

※

広報あきた  平成25年３月１日号19


