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ちょうどいいから 住みやすい！〜市民と広げるまちへの誇りと愛着〜

朝日を浴びる太平山と
雄物川の流れに沿う霧

月７日
大森山の展望台から
太平山を望む
11

12/19(日)までキャンペーン実施中！
12/19(日)
までキャンペーン実施中！
｢農家のパーティ｣ネットワーク

通販サイト｢あきたづくし｣

２

市長コラム

４

11

１/９(日) 新成人のつどい
市役所からのお知らせ
上下水道の広場
今冬のゆき対策

16

育児／情報チャンネルa

６
８

全品送料無料！
全品10％オフ！
まずはインターネットで検索を！
https://akita-zukushi.jp/
あきたづくし

＊予定数量に達し次第終了します。

★お歳暮にも
いかがですか？

問い合わせ▶運営事務局ノースコマース㈱内☎(853)7833

市長コラム

秋田市長 ● 穂積 志(もとむ)
ほどよい降雪であってほしいものです…
(写真は昨年12月の太平山)

回顧 令和３年
初冬の澄んだ冷気の中、歩道に
降り積もった枯葉を踏みしめなが
ら歩いていると、この季節らし
し ぐ れ
い突然の時雨模様。師走、今年も
残すところわずかとなりました。
みなさんも今頃は年賀状やカレン
ダーの準備をしたり、中にはクリ
スマスや新年を待ち望み、あれこ
れとプランをお考えのかたも多い
かと思います。
さて、冬に向けた本市の大きな
役割に大雪への備えがあります。
昨冬は１月と２月に 時間降雪量
としては観測史上最大を記録し、
８年ぶりに秋田市道路豪雪対策本
部を設置しました。今冬はどうか
というと、気象庁の見通しでは、
月をピークに温室効果ガスなど
に起因する ラ
｢ ニーニャ現象 の
｣発
生する可能性が大きいとしてお
り、豪雪などの気象災害には最大
限の注意を払う必要があります。
先月 日には市道路除排雪対策
本 部 を 設 置 し 、昨 冬 に 増 して き め
12
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んな１年だったのでしょうか。私
としては、昨年に引き続き新型コ
ロナウイルスの感染拡大対策に力
を注いだことが、真っ先に思い起
こされます。東京２０２０オリン
ピック パ
･ ラリンピックでの日本
選手や地元選手の活躍にも心躍ら
されました。４月の市長選挙にお
いては、コロナ禍にあって 命
｢と
くらしを守り抜く！ と
｣ 掲げ、市
政のかじ取り役を担うことにな
り、改めて責任の重大さをかみし
めています。
千秋公園では、冬の風物詩に
なっている樹木の雪吊りが秋田の
冬の季節感を一層際立たせ、長年
ときがね
市民に時を告げてきた時鐘は、
大晦日の夜、自動鐘つき機ではな
く、例年どおり人の手で除夜の鐘
がうち鳴らされる予定です。新た
な年の夜空に、きっと荘厳な鐘の
音が響きわたることでしょう。そ
れではみなさん、どうぞよいお年
をお迎えください。

雪
-への備え 細かく 市 民 生活 と社 会 経 済 活 動 を
支 え てい く こ と を 確 認 し ま し た 。
いくつかご紹介すると、初動体制の
強 化 として 、除 雪 業 者の 裁 量で 作
業に着手できる自主観測エリアに
御 所 野 や 南 ケ 丘 、山 手 台 地 区 な ど
高 台に あ る６ 団 地 を 加 え ま し た 。
ま た 、現 在 で も 作 業の 有 無に 関 わ
らず 機械の維持管理費の一部を負
担 してい ま す が 、気 象 庁 の 新 た な
降 雪 予 報 と 連 動 し 、さ らに 迅 速 に
作 業 を 進 める た め 、主 要 道 路 を 対
象に除排雪業者への待機補償費を
導入することにしました。
ただ残念ながら年々業者数が減
少し、除雪機械のオペレータも不
足傾向にあることも実状です。家
の前の雪寄せなど市民のみなさん
の協力も得ながら、除排雪業者と
一体となり、市民生活に支障をき
たさないように市としても最大限
の努力をしていきます。
いよいよ年の瀬も押し詰まって
きました。みなさんにとってはど

◆市長の動向などは、市ホームページでお伝えしています。https://www.city.akita.lg.jp

２

発熱などの症状があり受診を希望する場合
は、まずはかかりつけ医に必ず電話でご相談
ください。かかりつけ医がいないなど、医療
ください。
機関に迷う場合は、下記へご相談ください。
紹介された医療機関を受診する際は、必ず事
前に受診先へ電話してください。
あきた新型コロナ受診相談センター
☎(866)7050／24時間対応
☎0570-011-567／8:00〜17:00
☎(895)9176／8:00〜17:00

新型コロナウイルスワクチン接種
■接種対象年齢である12歳に達するかたな
どの１･２回目の接種、体調不良や転入な

＊３㌻の情報は令和３年
月

11

日現在のものです。最新情報は、市ホームページなどでご確認ください。

19

どにより２回目の接種ができなかったかた
に対し、西武秋田店での集団接種を実施予
定です。詳細は、ワクチンの
供給状況により、専用ウェブ
サイトでお知らせします。
ワクチン専用ウェブ
https://acity-va.com
■令和３年度中に12歳に達するかたへは、
クーポン券(接種券)を12歳に達した月の
翌月にお送りします。なお、12〜15歳の
かたの接種には、保護者の同意が必要で
す。また、予診票には保護者の署名を必ず
お願いします
■海外渡航を目的とする接種証明書(ワクチ
ンパスポート)の申請について、現状の紙
面による申請と合わせてマイナンバーカー
ドを活用した電子申請が始まる予定です。
決まり次第、上記のサイトでご案内します
＊海外渡航を目的としない接種証明は、国の方針が
決まり次第お知らせします。接種済証も接種の証
明として引き続き使用できます。

12月から電話番号が変更となりました
問い合わせ
平日9:00
〜18:00

秋田市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター

☎0120-73-8970

▶つながりにくい場合は少し時間をおいてお
かけください
▶聴覚に障がいのあるかたや、電話での問い
合わせが難しいかたはFAXでも受け付けて
います。健康管理課FAX(883)1158

３ 広報あきた

2021年12月３日 市外局番＝☎018

悩み
あなたのお
ださい！
お聴かせく

新型コロナウイルス

□お金がなくなりそうで
今後の生活が不安…
□ひきこもりの子どもの将来が心配…
□どこに相談したらいいかわからない…
など
相談無料

出張！
福祉なんでも相談会

身近な福祉の相談から生活保護に関することま
で、一人で悩まずにご相談ください。専門の相談員
があなたに寄り添いながら、解決に向けた支援を行
います。できるだけ事前に、福祉総務課生活支援担
当へご予約ください。先着各５人。☎(888)5659
Eメール ro-wfmn@city.akita.akita.jp
◆当日は｢フードバンクあきた｣の協力により、コロ
ナ禍で経済的にお困りのかたへ食料支援品も用意
しています
日程と会場
開催はいずれも12月、時間は午後１時30分〜４時
■20日(月) 東部市民サービスセンター２階洋室１
■21日(火) 南部市民サービスセンター２階洋室１･２
■22日(水) 北部市民サービスセンター３階洋室５･６
■24日(金) 西部市民サービスセンター２階洋室１･２

12月３日▶９日は 障がい者週間
障がいに関するさまざまなご相談は

相談
無料

秋田市基幹相談支援センターを
ターを
ご利用ください！
市役所１階の障がい福祉課内にある｢秋田市基幹
相談支援センター｣では、障がいの種別や手帳の有
無などに関わらず、さまざまな相談に応じていま
す。予約不要。お気軽にご相談ください。
対象▶市内にお住まいの障がいのあるかたやそのご
家族、福祉サービス事業所のかたなど
受付日時▶平日午前８時30分〜午後５時15分。直接、
センターへお越しいただくか、電話、FAX、Eメー
ルのほか、移動が困難な場合は訪問で対応します
＊12月29日(水)から１月３日(月)まではお休みです。

☎(888)5682／FAX(888)5664
Eメール ro-wfsc@city.akita.akita.jp
＊掲載した催しなどは、新型コロナウイルスの影響により、中止･変更に
なる場合があります。また会場では、感染予防対策にご協力ください。
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会場

ＣＮＡアリーナ★あきた

)

式典 市(長あいさつ、新成人の抱負
など の)あと、運営委員会が企画した
アトラクションを実施します。
介助などで付き添うかたも一緒に
入場できますので、当日職員にお知
らせください。

【対象】
平成 年４月２日〜 年４月１日生
まれのかた。過去に秋田市に居住し
ていたかたや秋田市に学校や勤務先
があり、秋田市外から通っているか
たも出席できます

シャトルバスを運行します
混雑緩和のため、秋田駅東口と会

します。

お断りします。また、式典中の私語
はお控えください。運営の妨げとな
る行為や参加者などへの迷惑行為を
行った場合、法に基づき厳正に対処

円滑な運営にご協力ください
酒類の持ち込み、飲酒者の入場は

【参加方法】
▼市内在住のかたには、案内はがき
を送 付し ていま すので 、当 日、こ
のはがき 写(し可 を)受付へ提出し
てください
▼ 市 外 在 住 の か た 秋( 田 市 に 住 民 登
録 の な い 県 内 対 象 者 と) 県 外 在 住
のか たは 事前登 録制で す。 詳しく
は、 市ホ ーム ページ をご覧 くだ さ
い 広(報 番号 １０２９４９１ )

14

場 を 往 復 県( 庁 市
･ 役 所 前 経 由 す) る
シャトルバスをご利用ください。発
着 時 間 は 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ 右( 記 の
広報 番号 で)ご確認ください。

秋 田 市の健 康 づく り を 進 めていく
う え で 、地 域 保 健 推 進 員 の み な さ ん
は 心 強 い パ ー ト ナ ー で す 。 現 在 、約
１ 千 人 が 、健 康 教 室 の 開 催 や が ん
検診の周知活動などを通して、地域
での健康づくりを進めています。
月 日 に は 、地 域 保 健 推 進 員 活
動 を 年 以 上 継 続 さ れ た 団 体 と 、地
域保健推進員として 年以上継続し
て健康づくり活動にご尽力されたみ
な さ ん に 感 謝 状 を 贈 呈 し ま し た 。こ
れからもよろしくお願いします。
●問い合わせ
保健予防課☎ ８(８３ １)１７８

300

地域での健康推進活動の
貢献に感謝状を贈呈！

感謝状贈呈式に出席したみなさん

22

トピックス
市政

令和３年度

問い合わせ▶生涯学習室☎(888)5810

新成人のつどい
１月９日
55 10

10

10

以(上、敬称略

団体表彰 ▼岩見三内地区保健
推進員会 田(口フミ子会長 )
個人表彰 各(担当地区ごと )
新屋勝平 ▼池田絢子、小林悦
子、菅原智子
岩見三内 ▼佐々木弘昌、佐藤
敦子、藤原民子、由良綾子
▼ 田啓介、
吉田志保子
牛島 吉
▼ 田喜代
旭北 藤
御 所 野 ▼有 原 妥 子 、鎌 田 ミ
チ、見上奈緒子
▼ 田美津子、
佐藤兆子
太平 鎌
▼ 野富美子
寺内 星
▼ 藤祐子
寺内小 工
▼ 々木志美子
和田 佐

感謝状の贈呈を
受けられたみなさん

15

日時

50

50

自家用車の相乗りをお願いし
ます。また、送迎車は乗降場
所にご配慮ください

ID

(日)

【午前の部】開場 時→オープニン
グ 式･典など 時 分〜 時 分
【午後の部】開場２時→オープニン
グ 式･典など 時 分〜３時 分
55

午(前 午
･後の区分は、出身中学校別です

10

13

ID

２

周辺の交通渋滞緩和にご協力を
■駐車台数には限りがあります
ので、バス･タクシーの利用や

午前と午後
分けて開催！
＊新型コロナウイルスの影響により、内容が
変更になる場合があります。また、会場で
の感染予防対策にご協力ください。

図の駐車場以外絶対に駐車禁止

)

４

市外局番＝☎018

農村の魅力体験ツアー
☆第６弾☆

日程

上新城で陶芸体験･湯
飲み茶碗づくり→も

秋田市の農業、自然、
地域文化を知るツアー

地産地消や食育推進の一環とし

て、秋田県畜産農業協同組合の協力

のもと、市内の２つの小学校の給食

食分が提供されました。

に市内産の秋田錦牛を使用したすき

やき約

年から続いているこの取り

せそうでした。

なの表情が何とも幸

て舌鼓をうつ、みん

さらにおかわりをし

改めて感じることができた様子で、

地元で育てられた食材のおいしさを

組みは今年で８回目。児童たちは、

平成

26 900

市では、都市農村交流事業の一環
として、野菜の収穫や地元産品を

日に河辺三内地区

丸めて〜、なが〜く！
おいしいリンゴを持ち帰り♪
(｢一休農園｣で)

使った料理づくりなどを行う 農
｢村

月

の魅力体験ツアー を
｣ ９月から来年
２月まで毎月開催しています。

取材した

狩りを楽しむ日帰りコース。参加し

体験、岩見ダムの紅葉見学、リンゴ

で実施したのは、ソーセージづくり

13

たみなさんは、自然に触れながら、

産業企画課
☎ ８(８８ ５)７２５

11月12日、泉小で。みんな、よ〜く味わっていました

11

市内外のかたが対象で
す。先着15人。参加費、
申込方法など詳しくは、事
業受託者の㈱日本旅行東
北秋田支店のホームページ
をご覧ください。受け付け
は、12月６日(月)12:30か
ら。右のコー
ドを読み込ん
でアクセスし
てください。
農村の魅力体験

のんびりした農村の良さを満喫して
いました。
◆
都市農村交流事業についての問い
合わせは、産業企画課へ。
☎ ８(８８ ５)７２５

２日目

(上北手)で買い物→
雄和できりたんぽ鍋
づくり ほか

みんな、お肉の腸詰め作業に夢中でした(｢山の学校 北の風｣で)

JA秋田なまはげ直売
センターいぶきの里

トピックス
市政
ちつき＆なまはげ行
事体験→秋田温泉さ
とみで宿泊
１日目

2021年12月３日号

広報あきた

５

１月15日(土)
16日(日)

１泊２日

もちつき＆
農村の
小正月行事体験

問い合わせ

㈱日本旅行東北秋田支店
☎(866)0111

秋田錦牛のすきやきが
学校給食に！

市役所からのお知らせ
●文中の｢SC｣はサービスセンターの略

■サンライフ秋田の体育館 ラ
･ ンニ
ングトラックは、照明改修工事
の工期変更に伴い、 月 日
まで利用できません。ご不便を
おかけしますがご了承ください
●問い合わせ
産業企画課☎ ８(８８ ５)７２２
■今年度から、フォンテ文庫 フ( ォ
ンテＡＫＩＴＡ６階 は) 、年末年
始 ( 月 日から１月 日まで )
が休館となりますのでご了承く
ださい
なお、年末閉館作業のため、
月 日は午後６時までとなり
ます 通(常８時まで 。)
●問い合わせ きららとしょかん
明徳館☎ ８(３２ ９)２２０

月 日▼ 日
年末の交通安全運動

二

ゼ ロ イ チ

けて安全運転を心がけましょう。

市 県
･ 民 税 、固 定 資 産 税 、軽 自 動
車税 種(別割 に)ついての相談に応じ
るほか、納付もお受けします。電
話でもご相談できます。
日時 ▼ 月 日
･日
･日
･ 日 、午 前 ８ 時 分 〜 午 後 ５
時 分
▼ 役所２階納税課
会場 市
▼
８(８８ ５)４８１
相談電話 ☎

◆市税の休日窓口を開設します

25

月は飲酒運転追放県民運動の
強調期間です
睡眠中はアルコールの分解が遅
くなることから、車内での仮眠後
や翌朝の運転は要注意！ 翌日の予
定や移動手段などを確認してから
飲酒するようにしましょう。
酒気帯び運転を防ぐために、車
などへ呼気中のアルコール濃度を
測る ア
｢ ルコールチェッカー の
｣設
置をおすすめします。
●問い合わせ
交通政策課☎ ８(８８ ５)７６６

市税の納期内納付を
お願いします
今月納期の市税
固定資産税第３期
▼
国民健康保険税第６期
▼
…納期限１月４日

市 税 の 納 付 に は 、簡 単 で 便 利 な
口 座 振 替 を ご 利 用 く だ さ い 。口 座
振替を利用されているかたは、納期
の最終日が口座からの引き落とし

12

学校給食費の納付は原則、口座
振替 自(動払込 に)なります。
来年４月に小学校に入学するお
子さんがいる世帯には、手続き
の案内と口座振替依頼書を就学時
健康診断の際に配布しています。
口座振替依頼書を 月 日 まで
に、金融機関へ提出していただく

学校給食費の口座振替
手続きをお願いします

(日)

ようお願いします。
学校給食費ワンポイント
■登録した口座は、小 中
･ 学校で最
大９年間有効です

再振替は行いませんのでご注意
ください。残高不足の場合は、
口座振替不能のお知らせと納付
書を送りますので、金融機関の
窓口で現金納付してください

◆在校生の保護者のみなさんへ
給食費の口座引き落としの残高
不足にご注意ください。お子さん
の健全な成長発育のため、充実し
た栄養管理ができるようご協力を
お願いします。
●問い合わせ
学事課☎ ８(８８ ５)８０６

市民健康意識調査に
ご協力ください

市
｢ 民健康意識調査 は
｣ 、市民の
みなさんの健康に対する意識や生
活習慣などを把握するための調査
です。調査結果は、市の健康づく
り計画である 第
｢ ２次健康あきた市
の｣最終評価の資料とします。
無作為に抽出した４千 人のか
たへ調査票をお送りしますので、

６

市外局番＝☎018

文中の｢広報ID番号｣を、秋田市ホームページ上の
検索画面(右)に入力すると当該ページへ移行します

(金)

ドライバーのみなさん、車間距
離を詰めすぎていませんか。木や

ゼ ロ

500

ご協力をお願いします。
調査期間 ▼ 月１日 から
日 まで
調査内容 ▼健康状態と健康意識、食
生活、運動習慣、がん検診、歯 口
･
腔の健康、休養 こ
･ころの健康など
●問い合わせ
保健総務課☎ ８(８３ １)１７０

(水)

26

■学校給食費の１食あたりの単価
は小学校 円、中学校 円です
■口座振替は毎月 日です。休日
の場合は金融機関の翌営業日。
ま た 、 ３ 月 日 は ２ か 月 分 ２( 月
分と３月分 の)振替になります
■口座が残高不足の場合、その月
の分の口座振替は１回のみで、

12

12

日となりますのでご注意ください。
また、コンビニやスマートフォ
ン決済でも納付できますのでぜひ
ご利用ください。
●問い合わせ
納税課☎ ８(８８ ５)４８３
国保年金課☎ ８(８８ ５)６３４

(金)

(土)

15

(日)

(火)

24

電柱などを目印として、前の車が
目印を通過してから自分の車がそ
の目印を通過するまでに、 ０
｢ １、
０２ と
｣ 数えるくらいの間隔をあけ
ることが目安とされています。
冬道では車間距離をしっかりと
り、スピードの出し過ぎに気を付

21

31

(火)

12

３

30 19

28

340

29

(土)

12

28

20

12

28

11

18

287

28

12

12

月 日 ま
でに住宅整備課へお知らせくださ

在地、相談内容を、

70

自主防災リーダー研修会
参加者募集！

イド ま
｣ たは市ホームページをご覧
ください。
◆広報 番号 １００５７７２
対象
令和３年度中に迎える誕生日当日
の年齢が、
･ ･ ･ ･ ･ ･
歳の女性
検診内容 料･金
問診、骨密度測定。１千 円 ( 歳
のかたは無料 )
●問い合わせ
保健予防課☎ ８(８３ １)１７６

55

ともに減少します。さらに、女性
は更年期を迎え、閉経すると女性
ホルモンの低下により骨量が大き

配管の劣化が原因で油が漏れ出す
ケースが増えています。
油類の漏れは、火災の危険だけ
ではなく、河川などに流れ出すと

消防本部予防課☎ ８(２３ ４)２４７

●問い合わせ
環境保全課☎ ８(８８ ５)７１１

るよう心がけましょう。
火災が心配な場合は、消防本部
予防課へお問い合わせください。

周囲の環境に大きな被害を与えま
す。普段から燃料タンクの減り具
合を確認し、設備の状態を点検す

確認ください。実施医療機関は、
５月に全戸配布した 秋
｢ 田市健診ガ

ます。
骨粗しょう症検診は５年に１度
受診の対象になりますので、この
機会にぜひご自分の骨の状態をご

く減少します。骨粗しょう症にな
ると、少しの衝撃でも骨折しやす
くなり、寝たきりの原因にもなり

冬は、灯油などの油類を扱う機
会が多くなり、燃料タンクから油
が流出する事故が多発します。最
近では、積雪 落
･ 雪による燃料タン
クや配管の破損のほか、地下埋設

灯油タンクなどの点検は
定期的に行いましょう

50

い。相談時間は後日連絡します。

今年度の骨粗しょう症
検診は 月で終了します

45

ID

40

☎ ８(８８ ５)７７０
ro-cshs@city.akita.akita.jp

12

Ｅメール

60

骨量は、 歳頃に最大となり、
歳代半ばくらいまではおおむね
維持されますが、その後、年齢と

65

70

60

300

令和４年度の新規就農
研修生２次募集

30

日時 ▼ 月 日 午後２時〜３時
分 会場 ▼東部市民ＳＣ１階地域文
化ホール 内容 ▼ 災
｢ 害への備え に
｣
ついての講演 先着 ▼ 人
申し込み ▼Ｅメールで、氏名、電話
番号、町内会名、小学校区を、
月 日 までに防災安全対策課へ
お知らせください。
(木)

Ｅメール ro-gnds@city.akita.akita.jp
●問い合わせ 防災安全対策課
☎ ８(８８ ５)４３４

23

12

20

園 芸 振 興 セ ン タ ー 仁( 井 田 ほ) か
で、野菜 花
･ き栽培に関する研修
を行います。研修期間は来年４月
から２年間。受講無料ですが、テ
キスト代、作業服などの費用は自
己負担となります。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。
◆広報 番号 １００７０７１

歳未満

12

(水)

(木)

対象 す(べてを満たすかた )
①野菜 花
･ きの経営を志し、研修修
了後１年以内に、市内での就農
が確実なかた
②申請時の年齢が、原則
のかた

15

40

＊掲 載 し た 催 し な ど は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ

ルスの影響により、中止 変
･ 更になる
場合があります。また会場では、感染
予防対策に ご 協 力 く だ さ い 。

県に移住希望登録をし
秋田市へ移住したかた

９

50

空き家を所有するかたへ
無料相談会を開催します

(日)

12

(月)

空き家の管理、売却、相続登記
などの相談に宅建士、司法書士、
市職員などが応じます。
日時 ▼ 月 日 午後１時〜４時
▼ 役所２階の
会場 市
中央市民ＳＣ洋室２ほか
先着 ▼ 人
申し込み ▼電話またはＥメールで、
住所、氏名、連絡先、空き家の所

141人(+21)

ID

③普通自動車運転免許を取得して
い る か た 研( 修 開 始 時 ま で に 取 得
見込みを含む )
申し込み
申請書類は、園芸振興センターで
配布しているほか、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
申請期限は１月 日 必(着 )
●問い合わせ 園芸振興センター
☎ ８(３８ ０)２７８
31

12

令和３年度に
移住した世帯数
69世帯(+９)

秋田市 への移住者数

令和３年度に
移住した人数

12

16

令和３年９月末現在
( )内は前年同月比

人口減少 移
･ 住定住対策課
☎ ８(８８ ５)４８７

2021年12月３日号

７ 広報あきた

301,793人(-152)…男▶142,328人(-53) 女▶159,465人(-99)

１年前の人口▶303,976人

10月分…出生▶150人 死亡▶330人 転入▶473人 転出▶445人

世帯数▶138,172(-11)

♪

＊( )内は前月比です。

令和３年11月１日現在〈平成27年国勢調査の結果を反映した数値〉

秋田市
の人口

上下水道の広場では、みなさまからの
ご意見、ご質問などをお待ちしています。
〒010-0945 川尻みよし町14-８
上下水道局総務課経営企画係
☎(823)8434 FAX(824)7414

Eメール ro-wtmn@city.akita.akita.jp
広報ID番号 1000106

保温材を
袋に入れて

発泡スチロールなど

気温がマイナス４℃以下のとき
や、一日中氷点下の真冬日が続い
たときは、水道管が凍結したり破
裂しやすくなります。水道管が凍
結すると水が出なくなり、完全に
凍ってしまうと解凍作業や水道管
の破裂修理に多額の費用がかかる
場合があります。
本格的な冬が来る前に、じゃ口
や水抜き栓を点検しましょう。

それでも凍ってしまったら？
水道管にタオルなどを巻き付け
て、約 〜 ℃のお湯をゆっくりか
けるか、部屋全体を暖かくし、ドラ
イヤーの熱風をあてましょう。
なお、スイッチを
入れたままその場を
離れると、火災
80

それでも水が出ないときは？
お客様センターへご連絡くださ
い。解凍作業を行う業者をご紹介し
ます。アパートなどにお住まいのか
たは、管理会社や大家さんにご相談
のうえ依頼してください。ただし、
費用はお客さまの負担となります。
お客様センター☎ ８(２３ ８)４３１

私道への公共下水道の整備

公共下水道の事業計画区域内
の私道で、次の要件を満たす場
合は、市が公共下水道を設置し
ます。整備などをお考えのかた
は、早めに下水道整備課へご相
談ください。
☎ ８(６４ １)４５５

整備の要件

▼
公共下水道が設置されている
道路に接続されている
▼
幅員が メートル以上ある
所
▼ 有者の異なる家屋が２棟以

上ある
▼
私道敷地の所有者、その他の
権利者全員が、公共下水道の
設置を了承している
▼
私道沿線の受益者全員 左( 図の
場合はＡとＢ が) 、受益者負担
金の納付に同意している

1.8

上下水道局マスコット
キャラクター｢カンちゃん｣

の原因になりま
すのでご注意く
ださい。

70

水道の冬じたく３つのポイント
①露出している水道管は要注意
露出している部分を布き
れや発泡スチロールなどで
覆い、濡れないようにその
上からビニールテープで巻
きましょう。

③水抜き栓はしっかり閉めましょう
水を出した状態で水抜き栓のハンド
ルを完全に閉めます。中途半端な操作
は漏水の原因です。温水器や湯沸かし
器、ボイラーの水抜きも忘れずに！

ようにビニール袋に入
れ、メーターを覆うよう
に包みましょう。

保温材を入れましょう
発泡スチロールなどを
細かく砕いて、濡れない

②メーターボックスの中に

ビニールテープなど

８

市外局番＝☎018

冬の藤倉水源地

【収益的収支(税抜き)】
水道水をつくり、お届けしたことによる収入と支出
◆収入

70億1,855万６千円
水道料金 60億7,923万５千円

借入金
10億6,460万円

不足額 25億2,148万８千円

加入金など ３億8,696万３千円

◆支出

40億7,668万２千円

水道管の布設や施設整備などの費用
25億7,075万２千円

借入金の返済
15億593万円

【収益的収支(税抜き)】
使った水をきれいにして川や海へ返したことによる収入と支出
◆収入

７億3,253万１千円

【収益的収支(税抜き)】
使った水をきれいにして川や海へ返したことによる収入と支出
◆収入

102億9,746万３千円
一般会計繰入金など
54億3,507万１千円

下水道使用料
48億6,239万２千円

一般会計繰入金など ６億496万９千円

水道 下
･ 水道 農
･ 業集落排水事業は、みなさま
からいただいている水道料金と下水道使用料な

国の補助金 １億363万１千円

どを、おもな収入として運営しています。

15億5,519万４千円

令和２年度決算は、企業債利息の減や諸経費

◆収入

不足額は損益勘定留保資金
などで補っています

【資本的収支(税込み)】
水道施設を整備したことによる収入と支出

の節減に努めたことにより、すべての事業が黒

借入金の利息 ３億1,868万円

これからも、みなさまに安定したサービスを

減価償却費など
26億9,015万１千円

水を供給するための費用
30億8,463万９千円

字決算となりました。黒字分は、翌年度の借入

純利益 ９億2,508万６千円

金の返済用などに積み立てています。

60億9,347万円

提供できるよう、効率的な経営に努めます。

◆支出

令和２年度
上下水道局の決算

受託工事収益など ９億3,932万１千円

施設使用料 １億2,756万２千円

◆支出

７億1,395万７千円
純利益 1,857万４千円
施設を維持管理する費用 １億9,583万円

◆支出

99億2,933万８千円

下水道を維持管理する費用 32億2,004万２千円

減価償却費など
４億6,557万７千円

減価償却費など
58億7,460万２千円
借入金の利息 ８億3,469万４千円
純利益 ３億6,812万５千円

借入金の利息 5,255万円

【資本的収支(税込み)】

【資本的収支(税込み)】

◆収入

◆収入

１億7,503万７千円

借入金 1,330万円
国の補助金 853万６千円
不足額
２億2,760万２千円
一般会計出資金など １億5,320万１千円

◆支出

４億263万９千円
借入金の返済 ３億560万９千円

施設整備などの費用 9,703万円

９ 広報あきた

2021年12月３日号

55億4,667万７千円

国の補助金 14億3,258万円
借入金
31億4,440万円

不足額
44億4,203万１千円

一般会計出資金など ９億6,969万７千円

◆支出

99億8,870万８千円
借入金の返済
55億9,318万１千円

不足額は損益勘定留保資金
などで補っています

下水道施設を整備したことによる収入と支出
不足額は損益勘定留保資金
などで補っています

排水処理施設を整備したことによる収入と支出

下水道管の布設や施設整備などの費用 43億9,552万７千円

＊損益勘定留保資金＝施設の償却費など、企業の内部に留保される資金。

豪雪時の迂 回 運
･休
冬期のバス運行に
ご理解をお願いします

↓泉外旭川駅

至 外旭川
天徳寺

天徳寺前

至
手形

う

道幅の狭い区間

↓

桜町

秋田駅

保戸野桜町地内
を通る路線バス
▶添川線 ▶神田旭野線
至
新国道

しながら安全な運行確保に努めますが、
バスを利用されるみなさんは普段利用し
ている路線をご確認いただき、豪雪時に
はバス事業者と市からの情報にご留意く
ださい。交通政策課☎(888)5766
運行状況は、秋田中央交通ホームペー
ジからご確認になるか、各営業所へお問
い合わせください。
https://www.akita-chuoukotsu.co.jp
秋田中央交通秋田営業所☎(823)7731
秋田中央交通臨海営業所☎(867)7572
■路線バスが通る道路(
記載しています

至 大町

川元
開和町

市立病院前

市立
病院

大悲寺前

川元開和町
道幅の
地内を通る路線バス 狭い区間
▶川尻割山線

新国道

川元開和町地内ほか

一部
道幅が
狭い路線

･運休が生じやすい、道幅が狭い路線を
次のとおりお知らせします。
今冬は、バス事業者と市が緊密に連携

至 中通

楢山広小路

登町

至 新屋

天秤野
豊町上丁

警察学校前

二ツ屋
上丁
楢山南中町
地内を通る路線バス
二ツ屋
▶楢山大回り線 ▶大野線
13
下丁
▶仁井田御所野線
▶御野場団地線
▶御所野発 県庁市役所経由大川反車庫行き
▶二ツ屋福島線 ▶南大通り経由日赤病院線
号

至
雄物新橋

牛島東
五丁目
国道

勝平保育園前

新屋松美ガ丘北町
地内を通る路線バス
川
▼ 尻割山線
船(場町経由を除く )

道幅の
狭い区間

新屋敷小路
牛島東
一丁目
羽後
牛島駅

豊町

松美ガ丘

運転免許
センター

至 川尻

道幅の
狭い区間

地内ほか

商業高校
グラウンド前

勝平新橋

楢山
共和町

秋田駅

勝平小学校入口

楢山南中町
牛島橋

新屋松美ガ丘北町地内ほか

楢山南中町

至 茨島

)のみ

↓

保戸野桜町地内ほか

昨冬のような豪雪時は、バスの運行は
やむを得ず迂回･運休となる場合があり
ます。特に、路面状況の悪化により迂回

◆上記以外で幅が狭い道路を通る路線バスとマイタウン･バス
太平線／新国道･土崎経由秋田厚生医療センター線／泉八橋環状線／手形山経由大学病院
線／秋田温泉線／仁別リゾート公園線／赤沼線／土崎･東口線／桜台線／桜ガ丘線／茨島
環状線／大住･みなみ野団地線／新屋線／新屋西線／新港線／新屋高校線／広面御所野線
以下マイタウン･バス→西部線(豊岩コース、下浜コース)／南部線(雄和Bコース)

市外局番＝☎018
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秋田市
ゆき対策の
手引き
11〜14ページ保存版

みんなで助け合い
今冬を乗り切ろう

ら！
か
れ
こ
は
番
冬本
市では、今冬も｢初期除雪の徹底｣｢的確な情報収集｣｢迅速な
除排雪対応｣の３つの目標を掲げ、市民、委託業者、行政が一
体となった取り組みを進めています。みなさんが、この冬を
安全･安心に過ごせるよう、ご理解とご協力をお願いします。
なお、市ホームページから、ゆき対策の内容のほか、除雪
車の位置情報や稼働履歴などが確認できますので、ご利用く
ださい。◆広報ID番号 1007156

除排雪に関するお問い合わせはコールセンターへ

☎(888)9400

開設日時

12月10日(金)▶３月15日(火) 午前８時〜午後８時

◆道路豪雪対策本部設置時は24時間体制になります。コールセンター開設までは、道路除
排雪対策本部(市役所３階の道路維持課内)へお問い合わせください。☎(888)5751
◆市街地で排雪を伴う除雪作業を行った場合、作業完了までに３、４日程度要します。安全
で迅速な作業に努めますので、ご理解とご協力をお願いします

１月10日(月)は

市民一斉除雪デー

小学校の通学路、各町内で決めた場所など、地域の身近な場
所で作業にご参加ください。作業は午前９時〜おおむね正午で
す。積雪状況などによっては中止の場合があります。
▶スコップ、スノーダンプなどは各自でご準備ください
▶小学校周辺の通学路などの除排雪に参加するかたは、各小学校
へお集まりください(敷地内に駐車できない場合がありますの
でご注意ください)。また、各町内会で自主的に除排雪する場
合は、町内会指定の場所へお集まりください
▶新型コロナウイルスの感染予防のため、マスクを着用したまま
での作業、人と人との十分な間隔の確保にご協力ください。ま
た、発熱など体調の悪いかたの参加はやめましょう
問い 市民一斉除雪デーについて…生活総務課☎(888)5622
合わせ 通学路について…学事課☎(888)5806

11 広報あきた

2021年12月３日号

秋田市ゆき対策の手引き

12･13ページの各種サービスをご利用ください

自力で行う除排雪が困難なかた
除雪後の
間口に残った
雪の塊
雪の
塊を
寄せます

対象となる世帯▶市が除排雪作業を行う道
路に面した戸建住宅にお住まいで、
おおむね65歳以上の高齢者のみ、
または身体の不自由なかたのみで、
自力で雪寄せができない世帯(自力

かたまり

雪寄せ
援助員を
高齢者宅へ
派遣します

道路豪雪対策
本部設置時に

屋根の
雪下ろし
費用を
助成します

で雪寄せができるかたが同居している場合
は対象外です)
【問い合わせ】道路除排雪対策本部
☎(888)5751
(12月10日からは除排雪コールセンターへ)

玄関から道路までの通路の雪寄せです
申し込み▶お住まいの地区の地域包括支援

対象となる世帯▶日常生活上の援助を要す
る、おおむね65歳以上の一人暮らしなど

センターへ。申請済みのかたは、利用時に

で、雪寄せ援助が必要なかた
支援内容▶１週間２回まで、１回１時間以
内。利用料は１回310円

秋田市シルバー人材センターへ。
☎(863)5900
【問い合わせ】長寿福祉課☎(888)5668

対象▶65歳以上の高齢者のみか、65歳未
満で次(①〜④)のいずれかの交付を受けて
いるかたのみの世帯。ただし、市民税非課
税で持ち家に限ります
①身体障害者手帳 ②療育手帳
③精神障害者保健福祉手帳
④特定医療費(指定難病)受給者証

助成額(ひと冬に１世帯１回)▶雪下ろしの
み＝上限10,000円、雪下ろしと排雪＝上
限15,000円
申し込み▶65歳以上のかたは長寿福祉課
☎(888)5668･FAX(888)5667
障がいのあるかたは障がい福祉課
☎(888)5663･FAX(888)5664

＊上記対象の高齢者と①〜④のいずれかの交付を受けているかたが同居する場合も含みます。
＊積雪で家屋倒壊の危険がある場合、道路豪雪対策本部が設置されていない場合でも、現地調査を行い助
成の可否を決定します。

除雪ボランティアを派遣します
派遣の対象となる世帯
高齢者のみか、障がいのあるかた
がいる世帯で、次(①〜③)のすべ
てに該当する場合
①自力で除雪ができない
②市内に親子･兄弟などがいない
③業者への除雪依頼が経済的に困難である
次の場合に派遣します
ガスボンベ、ストーブの排気口が雪で覆われていて危険
積雪で窓ガラスが割れそうで危険
その他、降雪により危険
…屋根の雪下ろしなどの危険が伴う場所の作業や
大掛かりな排雪は行いません。
申し込み▶秋田市ボランティアセンター
☎(862)9774

ボランティア登録にご協力ください
左記の世帯で作業をするボランティア(個人･団
体･企業)を募集します。除雪用具は秋田市ボラン
ティアセンターでも準備しますが、活動場所への
移動、防寒着の準備は各自でお願いします。
なお、活動中のけがなどに備え、ボランティア
保険に加入します(自己負担なし)。
申し込み▶秋田市ボランティアセンター
☎(862)9774
◆企業･事業者のみなさんへのお願い
少子高齢化による担い手不足のため、町内会な
どが中心となって行う除雪活動が思うようにでき
ない地域が増えています。地域の除雪活動が円滑
に行われ、安全･安心な冬を過ごせるよう、社会
貢献としてのご協力をお願いします。
福祉総務課地域福祉推進室☎(888)5661

市外局番＝☎018
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除排雪コールセンター☎(888)9400…12月10日(金)〜

町内会などで除排雪を行う場合
ボランティア
保険を
補助します

町内会で除雪活動を行う
際に加入するボランティア

申し込み▶活動日前日(活動日が土･日、祝
日の場合は、活動日直前の平日)の午前中

保険を、１町内につき年度
内１回全額補助します。

までに、秋田市社会福祉協議会へお申し込
みください。☎(862)7445

運転手付き
ダンプ
トラックなどを
無料で
貸し出します

市への申し込み▶町内会やボランティア団
体が実施する除排雪作業に対し、運転手付

市社協への申し込み▶各地区の社会福祉協
議会、町内会、ボランティア団体などに、

きのダンプトラックまたは積み込み機械の
いずれかを無料で貸し出します。事前に余
裕を持って、道路除排雪対策本部へお申し

小型除雪機、融雪機、融雪管、軽トラッ
ク、その他必要な除雪用具を貸し出しま
す。秋田市社会福祉協

込みください。☎(888)5751

議会へお申し込みくだ
さい。☎(862)7445

(12月10日からは除排雪コールセンターへ)

個人の
小型除雪機の
燃料を
支給します

町内会やボランティア団体などが、地域
の生活道路などを除排雪する際に使用す
る、個人所有の小型除雪機や農業用機械の
燃料を支給します。
条件▶地域の生活道路、高齢者宅の間口や
ごみ集積所などの除雪作業
支給量▶１団体あたり年度内の上限は400
リットル。作業実施時に、随時支給しま
す。申込期限は３月31日(木)

申し込み▶直接①か②の窓口で平日にお申
し込みください。申請書は市ホームページ
からダウンロードできます。
◆広報ID番号 1007327
①道路除排雪対策本部(市役所３階)
②各市民サービスセンター
【問い合わせ】道路除排雪対策本部
☎(888)5751
(12月10日からは除排雪コールセンターへ)

小型除雪機
軽トラックを
無料で
貸し出します

町内会など、地域住民で組織する団体が
除排雪作業を行う場合に、小型除雪機や軽
トラックを無料で貸し出します。

路面の
凍結抑制剤を
配布します

町内や地域で協力して作業を行う場合
に、坂道や交差点などの道路を凍りにくく

事前に、道路除排雪対策本部へご連絡く
ださい。なお、散布の際は通行車両に注意

するための凍結抑制剤を、１回の申請で最
大３袋まで、道路維持課車庫(寺内字蛭根

し、事故のないように作業してください。
☎(888)5751

貸出時間は、午前９時〜午後４時(原
則、半日単位)。貸出場所は、小型除雪機

85-９)で配布しています。

地域での
排雪に公園を
開放します

13

広報あきた

スノーダンプなど、人力での排雪に限
り、降雪時から地域の街区公園や児童遊園
地を堆雪場として開放します。
◆次の点にご協力ください
・雪の重みで破損する恐れがありますの
で、遊具や低木から離れた場所に雪を捨

2021年12月３日号

が各地区コミュニティセンター、軽トラッ
クが各市民サービスセンターです。燃料費
は市が負担します。
申し込み▶各地区コミュニティセンターへ
【問い合わせ】生活総務課☎(888)5625

(12月10日からは除排雪コールセンターへ)

ててください
・雪以外のごみを混ぜ
ないように排雪して
ください。雪解け後の清掃などは、地域
のみなさんのご協力をお願いします
【問い合わせ】公園課☎(888)5753

除排雪コールセンター☎(888)9400…12月10日(金)〜

空き家の管理は
適正にお願いします
市では法律に基づき、空き家の適正な
管理を進めています。空き家は所有者な
どが適正に管理することが原則です。
強風で屋根が飛んだり、落雪で被害を
及ぼしたりしないよう、必要に応じて修
理や除雪を行いましょう。
■通行人などに危害を及ぼすような空き家の相談
…防災安全対策課☎(888)5434
■その他、相談窓口の問い合わせ
…市民相談センター☎(888)5646

家庭の雪寄せ･雪下ろし事業者
作業内容や料金などは各事業者によっ
て異なります。除雪希望の現場を見ても
らい見積書を取るなど、内容や料金は事
前によくご確認ください。
詳しくは、下記の各事業者へお問い合
わせください。生活総務課☎(888)5622

●住まいのコンビニ土日工業(新屋)
☎(865)7386･FAX(864)1258
●協建(外旭川)
☎(853)0607･FAX(853)0624
●YG住建(南通)
☎(836)5160･FAX(853)1656
●虻川工務店(八橋)☎･FAX(863)4523
●マルキ商会(手形山)
☎080-6014-5482･FAX(837)6988
●便利ハウスいまの(仁井田)
☎･FAX(839)4294
●東日コーポレーション(仁井田)
☎(884)1605･FAX(884)1606
●光塗装工業(仁井田)☎090-5182-2965
●桜営繕(横森)
☎(835)8291･FAX(835)8388
＊上の一覧は市ホームページで募集し、掲載希
望があった事業者です(申込順)。市が事業者
をあっせん･紹介するものではありません。広
報掲載後に申し込みがあった事業者について
も、随時市ホームページに掲載します。
◆広報ID番号 1032099

秋田市ゆき対策の手引き

みんなの
チカラで
乗り切ろう
！

除雪マナーを
守りましょう
◆道路に宅地内の雪を
出さないでください
除雪後の道路や融雪施
設が設置された道路に雪

を出さないでください。
路面状況が悪化し、事故の原因になります。
また、除雪作業に合わせて道路に雪を出すことで、作
業が大幅に遅れるだけでなく、通行人にも迷惑がかかり
ますので絶対にやめましょう。
＊上記のように、交通に支障をきたすような行為は、法令(道路法
など)違反となります。

◆玄関･車庫前の雪寄せにご協力をお願いします
除雪車通過後、道路に面した玄関や間口などに寄せら
れた雪は、各世帯で取り除くようご協力ください。

◆除雪の最大の障害となる
路上駐車はやめましょう
路上への放置車１台で、その町内が
後回しになったり、作業が中止になる
など、町内全体が迷惑します。路上駐
車をしない、またはさせないようご周知ください。

◆敷鉄板などを置かないでください
宅地と車庫との段差を解消するための敷鉄板などがあ
ると、除雪作業中に引っかけて破損するなど大変危険で
すので、撤去するようお願いします。

ご協力をお願いします
す
◆深夜の除雪作業に
ご理解をお願いします
除雪は、バス通りなどの
幹線道路が最優先です。翌
朝の通勤時間帯までに完了
させるため、作業は深夜になります。ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解をお願いします。

◆作業中の除雪車には近づかないでください
◆雪で困っているかたがいるときは、
地域のみなさんで助け合いましょう

市外局番＝☎018
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３月６日(日)にアルヴェで開催
する｢市民活動フェスタ2022｣
で、プロモーションブースの出
展やプロモーション動画で団体
の活動をPRしませんか？
動画は、秋田市公式ユーチュー
ブチャンネルでも配信します。

国保に加入しているかたへ

高額療養費の申請は

確定申告の前に
世帯一か月の医療
費自己負担額が、一
定の額(自己負担限度
額)を超えた場合、申請すると超
えた分が払い戻しされる高額療
養費制度があります。
申請の際、窓口で必ず領収書
原本を確認します。確定申告な
どで、領収書を提出する前に手
続きをしてください。
問い合わせ

国保年金課
☎(888)5630

NPO･市民活動団体など、
公益的な活動を行う団体

場合は抽選となります。
https://www.alve.jp/facility/salon
問い合わせ

市民交流サロン☎(887)5312

■70歳未満のかたの自己負担限度額(月ごと)
同一の医療機関での一か月の自己負担額の合計が21,000円を超えたも
のを合算します(院外処方を含む)。入院･外来･歯科は別々に計算します。
世帯 基礎控除後の 当該診療月以前12か月の高額療養費該当回数 適用
１回目から３回目まで
４回目以降(※１) 区分
区分 総所得金額
901万円超

252,600円
140,100円
＋(総医療費-842,000円)×0.01

上位
所得者 600万円超 167,400円
901万円以下 ＋(総医療費-558,000円)×0.01

イ

210万円超 80,100円
600万円以下 ＋(総医療費-267,000円)×0.01 44,400円

ウ

住民税非課税
世帯を除く

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

オ

区分(市民税の課税･非課税別)…適用区分は高齢受給者証か限度額認定証でご確認を
現役並みⅢ
課税所得
690万円以上
現役並みⅡ
高齢受給者証の
一部負担金の欄が 課税所得
380万円以上
３割のかた

低Ⅱ

認定証の適用区分Ⅰ

低Ⅰ

〈93,000円(※１)〉

80,100円
＋(総医療費-267,000円)×0.01

〈44,400円(※１)〉

18,000円

8,000円

〈年間上限
144,000円〉

8,000円

)

認定証の適用区分Ⅱ

167,400円
＋(総医療費-558,000円)×0.01

)

高齢受給者証の
一般課税所得
一部負担金の欄が 145万円未満
(※２)
２割のかた

〈140,100円(※１)〉

外来＋ 入院 世(帯

現役並みⅠ
課税所得
145万円以上

252,600円
＋(総医療費-842,000円)×0.01

外来 個(人

2021年12月３日号

エ

外来＋入院 世(帯 )

広報あきた

44,400円

個人ごとに、外来、調剤の自己負担額をすべて合算できます。

非課税世帯

15

57,600円

■70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(月ごと)

課税世帯

▶国保年金課(市役所１階)
▶各市民サービスセンター
(中央･ 東部･南部別館を除く)
▶駅東サービスセンター
▶岩見三内･大正寺の各連絡所

ア

93,000円

一般 210万円以下

ナンバー確認書類
▶医療機関の領収書原本
(受付印を押してお返しします)
申請窓口(平日)

ブースの出展＝30組
ブースの出展＝
プロモーション動画＝
プロモーション動画
＝20組

【申し込み】市民交流サロンのホームページに掲載してい
る募集要領をご覧のうえ、参加申込書をダウンロードし
て、12月14日(火)(必着)までに、郵送、FAX、Eメールま
たは直接窓口のいずれかで提出してください。応募多数の

申請に必要なもの
▶国民健康保険被保険者証
▶振込先の預金通帳(世帯主名義)
▶運転免許証など、手続きされる
かたの本人確認書類
▶世帯主および申請対象者のマイ

募集数

対象

〝 市民活動フェスタ2022〟
で
団体の活動をPRしよう！

57,600円

〈44,000円
(※１)〉

24,600円
15,000円

※１＝過去12か月以内に世帯単位で４回以上自己負担限度額に達した場合は、４回目
から｢多数該当｣となり、自己負担限度額が下がります。
※２＝世帯の70歳以上の国保加入者の収入合計額が520万円未満(１人世帯は383万
円未満)の場合や、｢旧ただし書所得｣の合計額が210万円以下の場合も含みます。

育児 コーナー！

▶子育て交流ひろばの場所…中央＝市役所２階、東部･南部･雄和＝各市民SC１階、西部･北部･河辺＝各市民SC２階
▶子ども未来センター＝アルヴェ５階 ▶子ども広場およびフォンテ文庫＝フォンテAKITA６階

親子で遊ぼう！
会

場

催し(お子さんの対象)

子ども未来センター☎(887)5340 おはなし会(就学前)

｢※｣印＝各市民SC内の施設が会場です。申込時にご確認ください
申 ＝要申込の催しで、申込開始日です

内

容

／

定

日

員

絵本の読み聞かせ

東部子育て交流ひろば
クリスマス飾り作り
ぱるぱる工作
／先着各５組
(就学前)※
☎(853)1082

時

12/14(火)10:30〜11:00
12/21(火)①10:00〜 ②10:30〜
申 12/14(火)９:00〜

はかってみようday(就学前) 身体測定／当日先着15組
12/17(金)10:30〜11:00
北部子育て交流ひろば
☎(893)5985 つくってポン!！(就学前) サンタさんの人形と正月のコマづくり／先着７組 12/22(水)10:30〜10:50

申 12/ ９(木) ９:30〜

河辺子育て交流ひろば☎(882)5146 おはなしはっぴぃタイム(就学前) 手遊びや季節の歌、絵本／当日先着10組 12/14(火)10:30〜10:40
雄和子育て交流ひろば☎(886)5530 ぐんぐん〜身体測定〜(就学前) 成長記録カードも／当日先着５組

12/15(水) 9:30〜11:30

大きな絵本や紙芝居／当日先着10組

12/11(土)11:30〜12:00

おはなし会(２〜６歳)

フォンテ文庫
パンダのえほん修理屋さん(どなたでも) 破損した絵本を修理します
☎(893)6167

作ってあそぼう工作会 クリスマスツリーの壁飾りづ
(２歳〜小２) くり／当日先着７組

12/18(土)10:30〜12:00
12/18(土)11:30〜12:00

の上手な使い方についての話。希望
者には歯みがき指導も。
対象▶乳幼児と保護者
日時▶１月19日(水)10:00〜11:30
会場▶市保健所(八橋) 先着▶15組
申込▶12月６日(月)9:00から子ども健
康課☎(883)1174

へ、お祝いのプチギフトを進呈。
対象の妊婦さん▶妊娠届を提出するか
た、ネウボラ以外で妊娠届を出した
かた、転入されたかた(ネウボラでの
面接がまだのかた)
日時▶12月25日(土)9:00〜12:00
申込▶秋田市版ネウボラ☎(883)1175

乳幼児健康診査

育児相談

風邪や感染症の病気のときは、ご遠
慮ください。
問▶子ども健康課☎(883)1174
①４･７･10か月児健診
対象▶生後４･７･10か月になった日
からそれぞれ満５か月、満８か月、
満11か月になる前日までのお子さん
会場▶母子健康手帳別冊に記載した協
力医療機関
②１歳６か月児･３歳児健診(小児科･歯科)
新型コロナウイルスの感染予防のた
め、医療機関での個別健診となりま
す。１月の対象は、令和２年６月生
まれ(１歳７か月)、平成30年７月生
まれ(３歳６か月)です。受診券は12
月末までに個別に郵送します。

妊娠届 ネウボラ土曜窓口
平日勤務などで、八橋の市保健所内
にある｢ネウボラ｣に来所が難しい妊
婦さんのために、土曜窓口を開設し
ています。面接(20分程)したかた

保健師、栄養士による個別相談。
対象▶乳幼児と保護者
日時▶12月21日(火)9:00〜12:00
会場▶市保健所(八橋) 先着▶３組
申込▶子ども健康課☎(883)1174
＊電話相談は随時行っています。

子育てナビゲーターの巡回相談
妊婦さんや就学前のお子さんがいる
ご家庭のかたを対象に、育児や保育
所入所などの相談に応じます。
★会場と日時…時間は10:00〜12:00
①中央子育て交流ひろば▶12月７日(火)
②東部子育て交流ひろば▶12月９日(木)
③子ども広場▶12月16日(木)
④西部子育て交流ひろば▶12月22日(水)
⑤北部子育て交流ひろば▶12月23日(木)
問▶子ども未来センター☎(887)5340

♪地域で育児♪
太字のかっこ内はお子さんの対象。
問い合わせ先の◎は各地区の主任児

＊スペースの都合などにより、｢育児コーナー｣に掲載依頼があったすべてを
掲載できない場合があります。ご了承ください。

童委員さんの印です。
★ほっと広場(０〜５歳)
12月13日(月)、１月24日(月)･31日
(月)、10:00〜11:30、広面児童館
で。保険料１家族各50円。
問▶代表の堀江さん☎(837)0584
★ほっぺの会(就学前) 12月14日
(火)9:45〜11:30、仁井田地区コ
ミュニティセンターで。妊婦さんも
どうぞ。保険料１家族50円。申込▶
◎内出さん☎090-1666-6349
★川尻ちびっこ広場(就園前)
12月14日(火)、１月11日(火)･25日
(火)、10:00〜11:30、川尻地区コ
ミュニティセンターで。問▶同広場の
加賀屋さん☎(823)0561
★おおすみキッズ(就園前)
12月16日(木)、１月20日(木)、
10:00〜12:00、大住児童館で。
問▶◎小松さん☎(839)5189
★しゃぼんだま広場(就学前)
12月17日(金)10:00〜11:30、四ツ
小屋児童センターで。
問▶◎伊藤さん☎090-9742-6340
…………………………………………
★はじめての離乳食教室(生後４〜12
か月) 月齢に合わせた離乳食の講話
など。12月15日(水)10:30〜12:00、
県立武道館で。参加費500円。先着
10組。希望者は個別相談も。
申込▶秋田県総合公社☎(896)7166

市外局番＝☎018
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♥

笑顔がいいね

太平山
スキー場
オーパス

♥育児

コーナー！♥

▶料金の記載がないものは無料
▶申込方法がないものは直接会場へ
▶文中｢SC｣はサービスセンターの略

日)
12月19日(
いよいよ ！
オープン

＊16･17㌻の催しは、新型コロナウイル
スの影響により中止･変更になる場合
があります。
＊会場では、マスクを着用するなど、感
染予防対策にご協力をお願いします。

子どもの応急手当を学ぼう

市街地から近いオーパス
へ、ぜひお越しください！
リフト料金、営業日程な
ど、詳しくはホームページ
をご覧ください。
http://www.theboon.
net/opas/
お得①

★今年もやります！

毎週日曜は
ナイターレディースデー

毎週日曜の16:00以降、女性
のかたのリフト４時間券、
通常大人1,255円、シルバー
(60歳以上)940円が
625円で購入できます！
お得②

毎月第１･３日曜は
スキーこどもの日！

小学生以下のお子さんのリ
フト１日券、通常1,045円が
520円で購入できます！
＊天候の状況などにより、リフ
ト運行ができない場合もあり
ますのでご了承ください。
問い合わせ

オーパス☎(827)2221
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広報あきた

2021年12月３日号

消防隊員に聞いてみよう！
対象▶１〜２歳６か月の
お子さんと保護者
日時▶12月15日(水)10:00〜11:00
会場▶東部市民SC２階和室
先着▶６組
申込▶12月８日(水)9:00から東部子育
て交流ひろば☎(853)1082

育児講座｢ベビーヨガ｣
親子で一緒に体を動かそう！
対象▶生後４〜８か月のお子さんと
母親 日時▶12月15日(水)10:00〜
11:00 会場▶西部市民SC２階和室
先着▶９組
申込▶12月９日(木)9:00から西部子育
て交流ひろば☎(826)9007

ぽかぽか親子フィット
認定インストラクターがアドバイス！
対象▶２歳以上のお子さんと保護者
日時▶12月22日(水)10:30〜11:30
会場▶南部市民SC２階和室
先着▶10組
申込▶12月７日(火)9:00から南部子育
て交流ひろば☎(838)1216

産後ママのエクササイズ
骨盤中心のエクササイズでリフレッ
シュしましょ！
対象▶生後３〜６か月のお子さんと
母親 日時▶12月23日(木)10:00〜
11:00 会場▶西部市民SC２階和室
先着▶８組
申込▶12月16日(木)9:00から西部子
育て交流ひろば☎(826)9007

産後のママトーク
助産師を囲んで一緒におしゃべり♪
対象▶産後６か月頃までの母親(お子
さんもご一緒に)
日時▶12月22日(水)10:00〜11:30
会場▶市保健所(八橋) 先着▶５組
申込▶12月６日(月)8:30から子ども
健康課☎(883)1175

プレママトーク
助産師を囲んで一緒におしゃべり♪
対象▶妊娠35週頃までの妊婦さん
日時▶12月24日(金)10:00〜11:00
会場▶市保健所(八橋) 先着▶５人
申込▶秋田市版ネウボラ☎(883)1175

ママのおしゃべりタイム
一緒におしゃべりして情報交換♪
対象▶就学前のお子さんと35歳以上
の母親 日時▶１月12日(水)10:00〜
11:00 会場▶北部市民SC２階和室
先着▶６組
申込▶12月14日(火)9:30から北部子
育て交流ひろば☎(893)5985

ぱくぱく元気教室
幼児期の食事の講話、親子ふ
れあい遊び、個別相談など。
対象▶２歳から就学前までの
お子さんと保護者
日時▶12月24日(金)10:00〜11:00
会場▶市保健所(八橋) 先着▶10組
申込▶12月８日(水)8:30から子ども
健康課☎(883)1174･1175

お子さんの歯、大切に
★歯ッピーバースデイ
歯みがきレッスン、歯科衛生士や栄
養士によるお話など。対象▶生後10
か月〜１歳１か月頃のお子さん
日時▶12月20日(月)10:00〜11:30
会場▶市保健所(八橋) 先着▶12組
申込▶子ども健康課☎(883)1174
★歯ッピースマイル
歯科医師による虫歯予防やフッ化物

■18･19㌻の催しは、新型コロナウイルスの影響により、中止または変更になる場合があります。
また会場内ではマスクを着用するなど感染予防にご協力ください。

料料
無無
場場
入入

12月８日(水)
(水)▶
▶12日(日)
アルヴェ１階きらめき広場ほか
問い合わせ▶市民交流プラザ管理室☎(887)5310
5310

クリスマス音楽祭♪♪
★
13:00～ やまばと太鼓
14:00～ おんぷの会
子どもたちの歌と
トーンチャイム

10:00～ 秋田西中学校吹奏
楽部とサックス奏
者(山岸幸男＆飯塚
雅幸)のコラボ
12:00～ 山王中学校吹奏楽部

14:40～ おんぷの会
ライラック･コール

14:00～ JR秋田支社吹奏楽部

15:30～ ノガイート

15:00～ 秋田吹奏楽団
秋田西中学校吹奏楽部

８日(水)▶10日(金)13:00〜16:00
出演者

11日(土)13:00〜16:00 12日(日)10:00〜16:00

★アルヴェきらめきパフォーマー
オンステージ
Mu～むぅ～、飯塚雅幸、きよかん、
Boardwalk、山岸幸男、Homy、
TANASSY

★物産フェア

野菜、総菜、手作り雑貨、小物など

８日(水)▶10日(金)10:00〜16:00
ども未来センター
★子クリスマスお楽しみ会
11日(土)
＊観覧の申込受付は終了しています。

やまばと太鼓
おんぷの会

山王中学校吹奏楽部

ークショップ＆
★ワ
ハンドメイドフェア

11日(土)10:00〜16:00
00

ワークショップと手作り雑貨の販売！
飯塚雅幸

山岸幸男

アイシングクッキーの｢Kafuu。
｣
ハーバリウムの｢花工房Field Canvas｣
ハンドメイドの｢nico no wa｣
ハンドメイドの｢CH@PE｣

JR秋田支社吹奏楽部

★キッチンカー＆フードガーデン

ノガイート

11日(土)▶12日(日)
10:00〜16:00

秋田吹奏楽団

ー
スノーシュ
＆ストック ！
Ｋ
貸し出しＯ

１月23日(日)
(日)9:55〜14:30
9:55〜14:30

日時▶

会場▶太平山自然学習センター周辺
対象▶高校生以上のかた(グループ可)
問い合わせ▶☎(827)2171

焼きたてメロンパン、
カレー、コッペパン など

白銀の世界をスノーシューで歩いて大自然を満喫！ 参加費700
円(昼食代込)。定員20人(初参加を優先して抽選)。活動後、同セ
ンターで入浴できます。秋田駅東口発着の無料送迎バスあり。
【申し込み】往復はがき(１人１通、１グループ１通)の往信面には
催し名、全員の氏名(ふりがな)･年齢･性別、代表者は住所、電話
番号も記入し、返信面には代表者の住所、氏名を記入して、12月
18日(土)から１月６日(木)(必着)までに下記宛先へ。
〒010-0824 仁別字マンタラメ227-1 太平山自然学習センター

市外局番＝☎018
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令和４年度

県･市体育施設
団体使用申し込み

令和４年度に、県･市の体育施
設で大会･行事を予定している団

CNAアリーナ★あきた

県営
市営

屋内体育施設

県立総合プール☎(895)5056
県立武道館☎(862)6651
CNAアリーナ★あきた／茨島体育館／
北部市民サービスセンター体育館／
河辺体育館／雄和体育館／雄和南体育館

申込

県営▶各施設へ直接お申し込みください
市営▶CNAアリーナ★あきた☎(866)2600

▶( )内は利用開始時期の予定。記載なしは４月〜
▶⑥は芝生養生のため、８月はC･D面のみの使用
▶①⑤⑥⑦は原則公式試合のみ
23 は１日２試合まで、⑤⑥は１日３試合まで
▶①⑫○

①こまちスタジアム
②向浜野球広場 ③向浜テニスコート
④新屋ラグビー･サッカー場

秋田城政庁推定復元図

12月18日(土)
１月30日(日)
▼

スポーツ振興課☎(888)5611

秋田城跡歴史資料館後期企画展

こまちスタジアム

秋田城の政庁

スケジュール調整会議は、２
月３日(木)にCNAアリーナ★あ
きたで行います。

最
-北の コ
｢の字 ｣-

体は、下記の申込先にある申込
書に大会･行事の開催要項を添え
て、１月７日(金)(期日厳守)まで
にお申し込みください。

日時

9:00〜16:30

会場

秋田城跡歴史資料館

入場料 210円(高校生以下無料)

秋田城をはじめ古代城柵の政庁は、建物が｢コ
の字｣型に配置されています。この企画展では、
展示室全体で古代城柵秋田城の政庁である“最
北の｢コの字｣”を表現し、古代秋田を治めた秋
田城における政治や儀礼の場｢政庁｣の、その姿
や役割について解説します。
問い合わせ▶秋田城跡歴史資料館☎(845)1837

→①②③は開始時期未定

県営

→⑤〜⑨は県立中央公園(雄和)の施設

屋外体育施設

⑩ソユースタジアム(芝生フィールドは５月〜)
⑪さきがけ八橋球場

市営

⑫あきぎんスタジアム(５月〜)
⑬スペースプロジェクト･ドリームフィールド
⑭八橋多目的グラウンド
⑮八橋テニスコート ⑯八橋相撲場
⑰勝平市民グラウンド ⑱河辺岩見三内野球場
⑲河辺和田野球場 ⑳河辺戸島野球場
21 雄和新波野球場 ○
22 雄和花の森野球場
○
23 スポパークかわべ(サッカー場は６月〜)
○
24
○北野田公園アリーナ･テニスコート

申込

①〜③は向浜スポーツゾーン総合事務所
☎(895)5056
④は新屋運動広場☎(888)8050
⑤〜⑨は県立中央公園☎(886)3131
24 はソユースタジアム☎(823)1472
⑩〜○

広報あきた
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子ども年賀状
版画コンクール

⑤球技場(６月〜) ⑥運動広場(８月〜)
⑦野球場(４月下旬〜) ⑧野球広場(４月下旬〜)
⑨人工芝テニスコート(４月中旬〜)

19

と く

し

“勝平得之に年賀状を出そう”
対象は小学生で題材は自
由。はがきサイズの自作版
画１人１点。作品は、赤れ
んが郷土館館内に展示し、
来館者による投票を行い、
１〜３年生と４〜６年生の
各部門ごとに、上位入賞者
へ賞状と記念品を差し上げ
ます。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
◆広報ID番号 1002330
申し込み

はがきの裏面に作品を、表面に下記宛先
と作者の住所、氏名、学校名･学年、連
絡先を記入し、12月15日(水)から１月
11日(火)までにお送りください。
〒010-0921 大町三丁目３-21 赤れん
が郷土館子ども年賀状版画コンクール係
☎(864)6851

●対象は19歳以上のかた。｢◎｣印は女性のみとなります ●｢※｣印は別途材料費などが必要です
●申し込みは先着順で、12月４日(土)10:00からサンライフ秋田(八橋)へ。☎(863)1391

サ ンライフ秋田 運
｢動と趣味の教室

教室名

日

程

受講料

定員

①リズム＆ボディメイク

１/12(水)▶３/23(水)の水曜に10回、
18:00〜19:15

9,160円

25人

②骨盤調整エアロビクス◎

１/ ７ (金)▶３/18(金)の金曜に10回、
10:00〜11:15

9,160円

25人

③リズム体操＆ストレッチ

１/12(水)▶３/23(水)の水曜に10回、
10:30〜11:45

9,160円

25人

④やさしい社交ダンス(Step１) １/ ８ (土)▶３/19(土)の土曜に10回、
10:00〜12:00 10,280円

26人

｣

⑤パッチワーク10

１/13(木)▶３/17(木)の木曜に10回、
10:00〜12:00 10,280円※ 20人

⑥パッチワーク５

１/13(木)▶３/10(木)の木曜に５回、
10:00〜12:00

5,140円※ 10人

⑦フラワーアレンジメント

１/13(木)▶３/10(木)の木曜に５回、
18:30〜20:30

5,140円※ 15人

⑧謡曲(喜多流)

１/ ８ (土)▶３/19(土)の土曜に10回、
14:00〜16:00

8,250円

20人

⑨疲労回復と至福の時◎

１/ ８ (土)▶３/19(土)の土曜に10回、
10:30〜11:45

9,160円

20人

⑩心と身体の太極拳

１/11(火)▶３/15(火)の火曜に10回、
18:15〜19:45

9,160円

20人

10:30〜11:45
⑪癒しのストレッチ＆ピラティス◎ １/ ７ (金)▶３/18(金)の金曜に10回、

9,160円

20人

⑫オトナ女子のボディメイク◎ １/11(火)▶３/22(火)の火曜に10回、
10:15〜11:30

9,160円

25人

⑬フラダンス◎

１/13(木)▶３/24(木)の木曜に10回、
18:45〜20:00

9,160円

20人

⑭ココロとカラダにやさしくヘルシーヨガ １/ ７ (金)▶３/18(金)の金曜に10回、
18:30〜19:45

9,160円

25人

⑮アフタヌーンフラダンス◎ １/13(木)▶３/24(木)の木曜に10回、
14:45〜16:00

9,160円

20人

⑯心と身体を変えるピラティス◎ １/ ７ (金)▶３/18(金)の金曜に10回、
13:00〜14:15

9,160円

15人

⑰気になるお腹をへこます教室◎ １/ ７ (金)▶３/18(金)の金曜に10回、
18:30〜19:45

9,160円

15人

⑱楽しく姿勢を良くする教室◎ １/11(火)▶３/22(火)の火曜に10回、
13:45〜15:00

9,160円

15人

⑲午後のボディコンディショニング １/ ８ (土)▶３/19(土)の土曜に10回、
13:30〜14:45

9,160円

20人

⑳ゆったりヨーガ◎

9,160円

20人

いや

１/13(木)▶３/17(木)の木曜に10回、
10:30〜11:45

いきいきサロン

フレイル予防教室

介護支援ボランティア登録講習会

対象は65歳以上のかた。②③は
動きやすい服装でどうぞ。
①クリスマスアレンジメント
日時▶12月８日(水)10:00〜12:00
会場･問▶雄和ふれあいプラザ
☎(886)5071
材料費▶1,000円 持ち物▶はさみ
②ダンスセラピー〜心と体の音
楽 運 動 療 法 〜 日 時▶1 2 月 ９ 日
(木)10:15〜12:00 会場･問▶飯
島老人いこいの家☎(845)3692
③ADL体操 日時▶12月15日(水)
10:15〜12:00(参加者多数の場
合、前･後半で実施) 会場･問▶八
橋老人いこいの家☎(862)6025

フレイル予防に関する話と自宅で
できる軽運動。
対象▶広面･横森･桜･桜ガ丘･桜台･
大平台･蛇野に住所がある、65歳
以上の介助なしで参加できるかた
日時▶12月14日(火)･22日(水)、
13:30〜15:00
会場▶14日は東部市民SC２階洋
室２、22日は桜地区コミュニ
ティセンター和室 先着▶各10人
申込▶12月６日(月)10:00から10
日(金)までに広面地域包括支援セ
ンター桜の園☎(853)7240
＊フレイル＝加齢による心身の衰
えのこと

介護保険施設などでボランティア
活動をして集めたスタンプをポイ
ントに換えると、年間最大5,000
円の交付金が受けられます。下記
の講習会(いずれか１日)が必須と
なります。
対象▶65歳以上で要介護認定を受
け て い な い か た 日 時▶12月９
日(木)、１月14日(金)、２月８日
(火)、14:00〜15:30
会場▶市老人福祉センター(八橋)
３階 持ち物▶介護保険被保険者
証、保険料230円
問▶秋田市社会福祉協議会
☎(862)7445

＊情報チャンネルaに掲載した市関連以外の事業は、市が特に推奨するものではありません。参加内容
は、主催者に事前によくご確認ください。生じたトラブルに関して、市は責任を負いかねます。

市外局番＝☎018
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▼ 情｢報チャンネルａ」は、市関連の情報を優先していますので、依頼があったものすべてを掲載できない場合があります。ご了承ください

情報チャンネルa

▶料金の記載がないものは無料です ▶申込方法がないものは直接会場へ

20･21㌻に掲載した内容は、新型コロナウイルスの影響により、中止･変更になる場合がありますので、実施の
有無は、事前に主催者にご確認ください。また、会場ではマスクを着用するなど、感染予防にご協力願います

■文中｢SC｣はサービスセンターの略。

案

内

図書館のお仕事たいけん
児童コーナーの書架整理、カウン
ター業務、おすすめ本の展示コー
ナー作りを体験！
対象▶小学４〜６年生 日時▶12
月 1 9 日 (日)、 9 : 3 0 〜 1 2 : 0 0 、
13:00〜15:30 会場▶きららと
しょかん明徳館 先着▶各10人
申込▶12月５日(日)9:00からきらら
としょかん明徳館☎(832)9220
アート ラ イ ン

｢artline｣をご活用ください
千秋美術館･県立美術
館･仲小路商店街の
とっておき情報満載
のリーフレットを各
美術館、にぎわい交
流館などで配布して
います。ぜひご活用ください！
問▶千秋美術館☎(836)7860

危険物取扱者試験
日時▶１月30日(日)。9:30集合、
10:00試験開始
会場▶県社会福祉会館(旭北)、県
生涯学習センター(山王)
試験手数料▶甲種6,600円、乙種
4,600円、丙種3,700円
申込▶消防試験研究センター秋田
県支部(中通)、消防本部、各消防
署にある受験願書を、12月10日
(金)から27日(月)までに、同セン
ター秋田県支部へ提出してくださ
い。☎(836)5673

ハピネッツのこども食堂
10月にオープンした｢秋田ノー
ザンハピネッツのこども食堂 み
んなのテーブル｣(広面字釣瓶町
140-1)は、子どもたちの笑顔を
作り、その居場所となることを目
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的として営業しています。日替わ
りメニューを用意していますので
ぜひどうぞ！ 予約したかたを優
先します。詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。
https://minna-table.com
営業日▶火･水･金･土曜、16:00〜
20:00 料金▶中学生以下無料、
高校生300円、おとな1,000円
問▶みんなのテーブル(秋田ノーザ
ンハピネッツ内)☎(835)5582

みんなの掲示板③
◆わかくさ相談電話
少年の悩みや心配事について。ア
ルヴェ５階の市少年指導センター
では来所相談にも応じます。
日時▶平日9:00〜12:00、13:00
〜16:00(月曜は10:00から)
相談電話▶☎(884)3868
◆障がい児者総合相談会
在宅生活や就労などの相談に応じ
ます。対象▶身体･知的･精神･発
達障がいのあるかたとそのご家
族 日時▶12月12日(日)13:30〜
16:00 会場▶遊学舎 問▶竹生寮
☎(834)2577･FAX(834)2219
◆KHJ秋田ばっけの会
対象▶ひきこもりのかたとそのご
家族 日時▶①12月12日(日)、②
18日(土)、13:30〜15:30。①は
ひきこもりのかたのみ 会場▶中
央市民SC(市役所３階)、①は和室
２、②は洋室２･３ 問▶同会事務
局☎090-9539-2365
◆傾聴サロン
お話をする機会の少ないかたに、
親身に耳を傾けます。日時▶12月
15日(水)10:00〜、12:00〜
会場▶中央市民SC(市役所３階)洋
室２･３ 申込▶傾聴ボランティア
秋田｢ダンボの会｣☎(862)0839
◆精神障がい者家族相談
対象▶精神に障がいのあるかたのご
家族 日時▶12月17日(金)10:00
〜15:00 会場▶市老人福祉セン

ター３階(八橋)
問▶NPO法人秋田けやき会の阿部
さん☎080-1805-2813
◆自死･災害死などの突然死によ
る遺族の集い｢コスモスの会｣
日 時 ▶1 2 月 1 8 日 ( 土 ) 1 3 : 0 0 〜
15:00。13:40までは個人ケア
(要予約)を行います
会場▶県社会福祉会館(旭北)
参加費▶300円 問▶秋田グリーフ
ケア研究会☎080-5000-8706
◆令和３年度防衛省採用試験
募集種目は、自衛官候補生、陸上
自衛隊高等工科学校生(一般)。試
験は12月上旬から順次実施しま
す。受験資格、申請方法など、詳
しくはお問い合わせください。
問▶自衛隊秋田募集案内所
☎(864)4929
◆令和４･５年度国有林モニター
募集 定員▶48人 任期▶来年４
月から２年間 モニター内容▶ア
ンケートの回答、現地見学、国有
林モニター会議への出席など
申込▶応募期限は１月31日(月)。
応募資格など、詳しくはホーム
ページをご覧ください。
http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/
問▶東北森林管理局企画調整課林
政推進係☎(836)2228

健

康

けやき大学｢太極拳教室｣
対象▶60歳以上のかた
日時▶１月７日(金)から３
月４日(金)までの金曜に
８回(２月11日は除く)、
10:00〜12:00 会場▶市老人福
祉センター(八橋)３階 定員(抽
選)▶20人 申込▶電話かFAXで、
氏名、生年月日、電話番号を、
12月10日(金)までに秋田市社会福
祉協議会へお知らせください。
☎(862)7445･FAX(863)6068

▼ 情｢報チャンネルａ」は、市関連の情報を優先していますので、依頼があったものすべてを掲載できない場合があります。ご了承ください

情報チャンネルa

▶料金の記載がないものは無料です ▶申込方法がないものは直接会場へ

22･23㌻に掲載した内容は、新型コロナウイルスの影響により、中止･変更になる場合がありますので、実施の
有無は、事前に主催者にご確認ください。また、会場ではマスクを着用するなど、感染予防にご協力願います

■文中｢SC｣はサービスセンターの略。

講

座

親子でアップルパイづくり
対象▶小学生の親子
日時▶12月18日(土)9:30〜12:00
会場▶河辺総合福祉交流センター
材料費▶１組1,200円 先着▶６組
申込▶12月６日(月)9:00から河辺
市民SC☎(882)5171

冬のジュニアスクール
クリスマスツリーパンづくり。
対象▶小学３〜６年生
日時▶12月18日(土)10:00〜12:30
会場▶南部市民SC別館
材料費▶350円 先着▶12人
申込▶12月６日(月)9:00から南部
市民SC別館☎(853)5735

親子でチャレンジ｢料理教室｣
クリスマスケーキづくり。
対象▶小学生と保護者
日時▶12月19日(日)9:30〜12:00
会場▶雄和市民SC 材料費▶１組
1,500円 先着▶３組(２人１組)
申込▶12月７日(火)9:00から雄和
市民SC☎(886)5540

おやつづくり体験
バナナパフェケーキ、ミニ肉まん
など。対象▶小学３〜６年生
日 時 ▶１ 月 ７ 日 ( 金 ) 1 0 : 0 0 〜
12:00 会場▶北部市民SC 材
料費▶300円 定員(抽選)▶12人
申込▶往復はがき(１通２人まで)
に、催し名、住所、氏名(ふりが
な)、学校名･学年、電話番号を書

表紙の
はなし
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いて、12月10日(金)(消印有効)ま
で、〒011-0945 土崎港西五丁目
３-１ 北部市民SC☎(893)5969

科学つめあわせ便｢光の科学｣
光の性質や光ファイバーなどに関
する実験、工作。対象▶小学生以
上のかた(小３以下は保護者同伴)
日時▶12月25日(土)、10:00〜
11:30、13:00〜14:30 会場▶
自然科学学習館(アルヴェ４階)
定員▶各10人 申込▶12月14日
(火)9:00から19日(日)17:00まで
自然科学学習館☎(887)5330

サンライフでものづくり
対象は19歳以上のかた。会場は
サンライフ秋田。申し込みは、
12月４日(土)10:00からサンライ
フ秋田へ。☎(863)1391
◆ドライフラワーで門松づくり
日時▶12月23日(木)18:30〜20:30
受講料▶3,500円 定員▶10人
◆マーブルアートでツインラビッ
トづくり ビー玉とワイヤーでつ
くります。日時▶１月21日(金)、
13:30〜15:30、18:00〜20:00
受講料▶2,500円 定員▶各15人

お正月に飾る寄せ植え
縁起が良いとされる葉牡丹やビオ
ラの寄せ植え。日時▶12月26日
(日)13:00〜15:00 会場▶秋田
テルサ 受講料▶3,800円 定員▶
15人 申込▶12月４日(土)10:00
から秋田テルサ☎(826)1800

さとぴあの体験講座
会場は農山村地域活性化センター
さとぴあ(上新城)。定員を超えた

場合はいずれも抽選です。小学生
は保護者同伴でお越しください。
申し込みは、12月７日(火)18:00
までさとぴあへ。☎(893)3412
◆秋田民謡を唄う
覚える講座(初心者向け)
対象▶小学４年生以上のかた
日時▶12月12日(日)13:00〜15:30
参加費▶１人700円 定員▶12人
◆市内産のそば粉でそば打ち体験
日時▶12月15日(水)10:00〜13:00
参加費▶1,600円 定員▶12人
◆アイシングクッキーで
クリスマス飾りづくり
日時▶12月18日(土)10:00〜12:00
参加費▶1,500円 定員▶15人
◆シルクスクリーン体験
絵柄をはがきサイズの紙に刷り、
クリスマスカードに仕上げます。
対象▶小学生以上のかた
日時▶12月19日(日)13:30〜15:30
参加費▶1,500円 定員▶10人

コミュニケーションカフェ
｢自分の感情に気付く｣をテーマ
に、上手に自分の気持ちを伝える
｢アサーティブ｣を学びます。
日時▶12月25日(土)14:00〜15:00
会場▶中央市民SC洋室２･３(市役
所３階) 先着▶６人
申込▶12月６日(月)9:00から生活
総務課☎(888)5650

みんなの掲示板①
◆秋田働き方改革推進支援セン
ターの人材確保支援セミナー
専門家による説明。日時▶12月13
日(月)13:20〜16:30 会場▶にぎ
わい交流館４階研修室１･２ 申
込▶同センター☎0120-695-783

市の中心を流れる雄物川に沿うように霧が覆っていました。大森山公園の紅葉越しに見る景
色を前に、思わず大きく深呼吸を一つ。太平山の勇姿も、晩秋から初冬へと日々装いを変化さ
き ぜわ
せていきます。気忙しい年の瀬、空を見上げて、一息ついてみてはいかがですか。

広報あきた

2021年12月３日号

新型コロナウイルスの影響により、
昨年度より開催を延期していた記念事業です。

秋田市文化会館

感謝 そして未来へ
日時

２月19日(土)13:00開演

会場

文化会館大ホール(全席自由)

入場料

1,000円(前売･当日券同額)

壇蜜さん

秋田市の文化団体による舞台公演

柳葉敏郎さん

40周年
周年記念事業

ラヴ･レターズ
二人だけで読み上げる愛の朗読劇

LOVE LETTERS

〈迎え花…秋田県華道連盟〉
【出演団体】
▶(公社)日本舞踊協会秋田県支部 ▶藤間流みどり会
▶藤間流静蘭会･藤蔭流藤袖会･花柳流港柳会
▶生田流箏曲清絃会 ▶東南北会･西馬音内盆踊り
▶鎌田久美子バレエスタジオ
▶ダンススタジオS.T.Rays
▶Flamenco｢Flores DE Alegria｣
▶秋田市民合唱連盟 ▶あずさ愛音楽事務所

作:A.R.ガーニー

翻訳:青井陽治

秋田県出身の柳葉敏郎
さんと壇蜜さんを迎え、
秋田市出身の演出家･藤
田俊太郎さんがお贈りす
る朗読劇｢ラヴ･レターズ｣
秋田スペシャル公演を、
ぜひお楽しみください！

日時

会場
入場料

演出:藤田俊太郎

２月20日(日)

15:00開演

文化会館大ホール

(全席指定)

前売券3,500円
当日券4,000円

(就学前のお子さんは入場不可)

前売券販売所(12月15日(水)〜) caoca広場／さきがけニュースカフェ／文化会館…問い合わせ▶☎(865)1191
＊新型コロナウイルスの影響により、内容が変更になる場合があります。また、会場での感染予防対策にご協力ください。

広報あきた

編集発行■秋田市役所広報広聴課

〒010-8560 秋田市山王一丁目１番１号

☎018(888)5471

■この冊子は単価１部26.235円です

