借金の困りごと無料相談

お仕事帰り
休日に

各 種 ロー ン や クレ ジ ット の 返 済
でお困りのかたのご相談に、秋田市
弁護士会の弁護士が応じます(１人
約30分)。先着各４人。必要に応じ
て、関係書類をお持ちください。
■10月21日(木)
①17:00〜

②17:30〜

③18:10〜 ④18:40〜
■11月17日(水)
日時
①17:00〜 ②17:30〜
③18:10〜 ④18:40〜
■11月21日(日)
①9:00〜 ②9:30〜
③10:10〜

④10:40〜

会場

市役所４階４-B会議室

申し
込み

10月４日(月)8:30から市民
相談センター☎(888)5648

石井露月顕彰第63回全国俳句大会
兼秋田市短詩型大会受賞者
雄和出身の俳人･石井露月(1873-1928)を顕
彰する同大会の受賞者が決定しました。特選の
受賞者(氏名または雅号)は下記のとおりです。お
めでとうございます。他の入賞者は、市ホーム
ページをご覧ください(広報ID番号 1008591)。
【一般の部】俳句▶種村聖巴子さん、石井倶子さ
ん、加藤隆二さん 短歌▶竹下氣平さん 詩▶堀
井喜代子さん 川柳▶宮腰流木さん
【小･中･高校生の部】俳句▶伊藤奏美さん、貝田
結夏さん、薮田陽菜さん 短歌▶髙橋桜雪さん
詩▶藤原凛空さん 川柳▶小川貴矢さん
問い
合わせ

同大会事務局(きららとしょかん雄和
図書館内)☎(886)2853

↑

いきいきサロン

◆背骨コンディショニング 背
骨の歪みを整えながら全身の不調
を改善する運動。対象▶19歳以上
のかた 日時▶11月７日(日)から
28日(日)までの毎週日曜、10:00
〜11:30 会場▶サンライフ秋田
受講料など▶5,350円 定員▶16
人 申込▶10月２日(土)10:00か
らサンライフ秋田☎(863)1391
◆障がい児者総合相談会
就職や生活の相談に応じます。
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▶10月10日(日)13:30〜16:00
会場▶遊学舎 問▶ウェルビューい
ずみ障害者就業･生活支援センター
☎(896)7088･FAX(896)7078
◆秋田県土地家屋調査士会の表示
登記相談会 土地や建物の調査･
測量･登記などの相談に応じます。
日時▶10月23日(土)10:00〜15:00
会場▶文化会館４階第４会議室
申込▶同会秋田支部の畠山さん
☎(866)1644

65歳以上のかたが対象です。
◆体を動かそうADL体操
動きやすい服装でどうぞ。
日時▶10月13日(水)10:00〜11:30
(人数により時間を分ける場合あり)
会場･問▶八橋老人いこいの家
☎(862)6025
◆ネクタイ生地で作る“柿”
日時▶10月14日(木)10:00〜12:00
材料費▶400円 持ち物▶裁縫道具
会場･問▶雄和ふれあいプラザ
☎(886)5071

危険物取扱者試験
日時▶11月28日(日)10:00〜
会場▶県社会福祉会館(旭北)
試 験 料 ▶甲 種 6 , 6 0 0 円 、 乙 種
4,600円、丙種3,700円
申込▶市消防本部、各消防署、消
防試験研究センター秋田県支部
(中通)にある受験願書で、10月８
日(金)から25日(月)までに消防試↑

みんなの掲示板③

◆日本肝臓学会｢肝がん撲滅運動｣
公開講座 オンライン配信。右の
コードから期間内にアクセス
してください。
視聴期間▶10月18日(月)から
11月19日(金)まで 問▶秋田大学
医学部第一内科☎(884)6104
◆10月は｢臓器移植普及推進月間｣
問▶あきた移植医療協会
☎(832)9555
①グリーンリボンキャンペーン
2021公開講座 オンライン配
信。あきた移植医療協会の佐藤
滋理事長の開会あいさつと、｢新
型コロナウイルス感染症と腎臓
病｣をテーマにした秋田大学
医学部附属病院の齋藤 満准
教授の講演。右のコードか
ら期間内にアクセスしてく
ださい。視聴期間▶10月1日
(金)から31日(日)まで
②街頭キャンペーン
移植医療、臓器移植の理解を深め
るため、献眼登録の呼びかけやア
ンケートなどを行います。
日時▶10月13日(水)･14日(木)･15
日(金)、17:30〜18:30
会場▶秋田駅ぽぽろーど

＊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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講演

験研究センター秋田県支部へ。
☎(836)5673

あいさつ

④武術太極拳 日時▶11月23日
(火)9:30〜 申込▶10月22日(金)
まで秋田市武術太極拳連盟の伊多
波さん☎080-1802-6419

▶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。

催

し

鳥海山獅子ヶ鼻湿原トレッキング
トレッキングを通して、親子でふ
れあい、雄大な自然に親しもう！
北部市民SCに集合して、バスで
移動します。対象▶小･中学生とそ
の家族 日時▶10月16日(土)9:30
〜16:00 先着▶８組 申込▶10
月５日(火)9:00から北部市民SC
☎(893)5969

北の文学 北海道･東北の文学を楽しむ
｢読書週間｣に合わせて、北海道･
東北ゆかりの作家や作品を紹介す
る企画資料展です。
日時▶10月１日(金)から11月14日
(日)まで、9:00〜19:00(土･日は
17:00まで。休館日を除く)
会場･問▶きららとしょかん明徳館
☎(832)9220

みんなの掲示板②
◆第64回秋田市芸術祭･秋田市民
合唱祭 出演は秋田市民合唱連
盟。日時▶10月17日(日)12:30〜
会場▶文化会館 問▶秋田市文化団
体連盟☎(866)4026

◆秋田県警察音楽隊定期演奏会
日時▶11月20日(土)13:00〜
会場▶文化会館
申込▶締め切りは10月18日(月)。
申込方法など、詳しくはホーム
ページをご覧ください。
https://www.police.pref.akita.lg.jp/
問▶☎(863)1111
◆第37回全日本積穂俳画協会秋
田教室作品展 文化創造館パート
ナー事業。体験コーナーも。日
時▶10月15日(金)から22日(金)、
10:00〜17:00(火曜休館) 会場
▶文化創造館 問▶同協会秋田教室
の折原さん☎090-7322-5863
◆カルチャカイvol.9｢あそぶ｣
名月の夜に、一人用の焚火台を持
ち寄り火を囲みながら語り合いま
せんか。
日時▶10月18日(月)18:00〜20:00
(雨天の場合は25日(月)) 会場▶文
化創造館屋外広場 定員▶10人
申込▶文化創造館☎(893)5656
◆土崎空襲“関連遺跡･被爆地”学
習バスツアー 集合場所は土崎み
なと歴史伝承館。始めに土崎空襲
に関する説明をします。日時▶10
月23日(土)･24日(日)、13:00〜
16:00 先着▶各20人 申込▶10
月２日(土)から土崎港被爆市民会
議の船木さん☎(846)8066

します！
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広報あきた

案内･健康
はずむスポーツ都市

市民スポーツ祭

①③④の会場は県立武道館。
①ラグビーフットボール
タグラグビーを行います。
日時▶10月31日(日)8:30〜
参加費▶団体100円
申込▶10月15日(金)まで秋田市ラ
グビーフットボール協会の佐藤さ
ん☎090-3362-8587
②ボウリング
日時▶10月31日(日)9:00〜
会場▶ロックンボウル 参加費▶
3,500円(高校生以下2,000円)
申込▶10月25日(月)までロックン
ボウル☎(831)6900
③弓道(少年の部)
日時▶11月３日(水)9:00〜 申込
▶Eメールで、10月20日(水)まで
秋田市弓道連盟の小松原さんへ。
Eメール akitashi_kyudo@yahoo.co.jp
問▶☎090-9033-0910

ABS｢こんにちは秋田市から｣ 土 11:40〜 日 11:55〜
AAB｢いきいき秋田市から｣ 木 15:40〜 金 15:40〜
AKT｢こんばんは秋田市から｣ 水 22:54〜

＊５分番組は秋田ケーブルテレビでも放送しています。

15 ABS｢わがまち大好き秋田
10/17 日 11:40〜11:55
市長です｣(手話通訳放送)
ラジオ

の様子やビジネス実践学
習、全国レベルで活躍し
ている部活動などを紹介

び

＊広報あきた９月３日号16㌻に
掲載した｢羽州街道歴史まつり｣
の催しで、旧金子家住宅が会場
のお茶席は中止となりました。
ご了承ください。
文化振興課☎(888)5607

分番組

昨年度創立100周年を迎え、今年度は101
年目として新たな一歩を踏み出している秋田
商業高校。100周年事業

テレビ

15分番組｢わがまち大好き秋田市長です｣
10/17(日)放送▶｢〜飛躍の時代 秋商魂永遠に〜
秋田商業高校100周年、そしてその先へ｣

た き

５分番組

▼ 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

エフエム秋田｢秋田市マンデー555｣ 月 17:55〜
ABSラジオ｢秋田市今週のいちネタ｣ 火 10:30〜
エフエム椿台｢午後スタ｣

水 13:20〜

＊最新情報は広報広聴課ホームページで。☎(888)5471
https://www.city.akita.lg.jp ■広報ID番号 1001367
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