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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〜
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市役所からのお知らせ
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除排雪のお問い合わせはコールセンターへ
☎018(888)9400(午前８時〜午後８時)

みんなで
ごみ減量
環境都市推進課
☎(888)5706

令和４年１月の１人１日当たりの家庭系ごみ
排出量(資源化物･水銀含有ごみを除く)＝

531

▶令和３年４月〜４年１月の排出量累計から算出

令和７年度
(2025)
までの
減量目標
480グラム

撮影のためマスクを外しています

新型コロナウイルス 経済支援

住民税非課税世帯などへ１世帯あたり
万円を給付します

10

新型コロナウイルス

新型コロナウイルスの影響を受けているかたを支援す
るため、住民税(個人市民税･県民税)非課税世帯などの
対象世帯へ、１世帯あたり10万円を給付します。
詳しくは、市ホームページ(広報ID番号 1033075)を
ご覧になるかコールセンターへお問い合わせください。
◆対象世帯(いずれかに該当する世帯)
①住民税非課税世帯
令和３年12月10日現在、秋田市に住所があり、世帯
全員の令和３年度分の住民税が非課税の世帯
②家計急変世帯
新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、①
の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
＊①②いずれも世帯全員が課税されているかたの
扶養親族の場合は、対象外です。

ワクチン接種
■接種対象年齢である12歳に達する
かた、体調不良や転入などにより
２回目の接種ができなかったかたな
どを対象に、集団接種を実施する予
定です。詳細は、専用
ウェブサイトでお知ら
せします。
https://acity-va.com

ワクチン専用ウェブ

■１月中に12歳に達したかたへ、接
種券をお送りしました。なお、12
〜15歳のかたの接種には、保護者
の同伴が必要です。予診票には保護
者の署名を必ずお願いします

◆申請方法
①に該当する世帯
該当する世帯の世帯主のかた
確認書
へ、２月28日(月)に確認書をお
送りします。必要事項を記入し、５月31日(火)までに
同封の返信用封筒に入れてお送りください。

■２回の接種を完了したかたへ、３回
目の追加接種を実施します。２月上
旬から、順次３回目接種券を住民票
の住所へお送りします。３回目接種
券と予診票は一体となっていますの
で、切り離さずにご使用ください

②に該当する世帯
世帯全員の年間の収入または所得の見込額がそれぞ
れ非課税相当額を下回る場合、支給対象となります。
申請方法や収入または所得の見込額の算定方法な
ど、詳しくは市ホームページをご覧になるかコールセ
ンターへお問い合わせください。申請期限は９月30
日(金)です。

■住民票が秋田市にないかたで、やむ
を得ない事情により秋田市で接種を
希望するかたは、手続きにより秋田
市で接種できる場合があります。希
望するかたは、コールセンターへご
相談ください。また、１･２回目の
接種で手続きをしたかたで、３回目
の接種を希望するかたは、改めて手
続きが必要となります

＊令和３年１月２日以降に秋田市に転入した世帯へは、市で課税
状況が確認できないため、確認書は送付されません。給付金の
支給対象である場合は、申請が必要です。
＊世帯に令和３年１月２日以降に秋田市に転入したかたがいる場
合は、転入したかたの令和３年度の住民税が課税されていない
ことを確認できる書類(非課税証明書など)が必要となります。
なお、秋田市福祉灯油購入費助成申請書に非課税証明書を添付
したかたは、提出を省略することができます。

秋田市住民税非課税世帯等
臨時特別給付金コールセンター

☎(803)6344

(平日8:30〜17:15)

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

(平日9:00〜18:00)

▶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

◆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、医療機関に迷う場合は、下記の｢あきた新型コロナ受診相談センター｣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。
■☎(866)7050／24時間対応 ■☎0570-011-567／8:00〜17:00 ■☎(895)9176／8:00〜17:00

市外局番＝☎018

２

館内の
紹介は
次ページ
ジ♥

やや

さん

現在特別整理期間のため

３月２日 に
オープンします！

見学無料

午前 時〜午後４時

…旧金足東小学校
金(足片田字待入

油谷これくしょん

開館時間

休館日…月 火
･ 曜 祝( 日 の 場 合 は
開館 、
) 年末年始、
特別整理期間

ホームページ

http://aburaya-collection.or.jp

問い合わせ ☎
▼
８(９３ ４)９８１
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小泉潟公園
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60

油
｢ 谷これくしょん 旧
｣( 金足東小学校 は) 、油谷滿夫さんが
年にわたりコツコツ収集した明治 大
･正 昭
･ 和の生活用品などを
保管 展･示する施設として、平成 年に開館しました。
油谷さんの生活用品コレクションは約 万
点におよび、その一部である約 万点を 秋
｢
田市の情報発信に役立ててほしい と
｣ の思い
で秋田市に寄付していただいたものです。
展示品を眺めながら昔話に花を咲かせた
り、道具の使い方や当時の生活に思いをはせ
たり、さまざまな年代のかたに楽しんでいた
だける施設となっています。時間を忘れて、
懐かしいあの頃にタイムスリップ！ ぜひ一
度足をお運びください。

油谷滿夫

至至
潟上市

周辺地図

50

館内に展示しているもの
は、私が、おもに県内で収
集してきた品々です。モノ
は見られてこそ意味があり
ます。だからこそ、足を運
んでいただき、展示してい
るコレクションを多くの人
に見ていただければうれしいです。
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油谷これくしょん

(水)

10

案内
看板
簡易郵便局

金足農業
高校

県立博物館

油谷
これくしょん

25
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おらほの
メイン
ストリート

今シーズンから、館内をテーマご
とに７つのコーナーに分け、さらに
見やすくなります。油谷さんのワン
ポイント解説とともに、展示コー
ナーをのぞいてみましょう！

わらしっ子
広場

階段

くら し の
金足 村 通 り

２階

なつか し 青 春 教 室

各コーナー位置図

階段
→

階段
→

カタダ
金座商店街
→

↑正面玄関

１階

階段

おとなの
昭和銀座
→

さむらいのまち
あきんどのまち

よみがえるあの頃！

アナログレコード、
たばこ、缶詰

おとなの昭和銀座
展示品

金
｢足片田 が
｣名前の由来

電化製品、花嫁衣装、
相撲雑誌 写･真

カタダ金座商店街
展示品

ゆっくり歩こう！

おらほの
メインストリート

こけし、土人形、酒瓶、

野球盤、めんこ

展示品 徳利、ＳＬ写真、

酒瓶に数字が書かれています。何
を意味しているかわかりますか？ こ
れは、酒屋に持ち込んでお酒をいれ
てもらう瓶なのですが、誰が持って
きたかわかるように、それぞれの番
号が印となっていたそうです。１番
は○○さん、２番は△△さんとわか
るようにして、洗って繰り返し使っ
ていました。

４

市外局番＝☎018

正面玄関入ってすぐ！

駄菓子、景品、ビン、
おもちゃ、ピアノ鍵盤

わらしっ子広場
展示品

正面玄関を入ってす
ぐのコーナーで、訪れ
たみなさんが長い時間
夢中になる場所です。
右上の写真は、昔駄菓子屋に置かれ
ていたゲーム機。展示用ですが、今
でも 円を入れると動くんですよ！
10

生活の知恵、満載！

くらしの金足村通り
竹細工 わ
･ ら細工のかご、
週刊誌、 漫 画

殿様のお成〜り〜

さむらいのまち
あきんどのまち
展示品 武家道具、看板

左は、はかり屋の看板
で、升やはかりが貼り付
けられています。昔は教
育も十分でなく、字を読める人が少
なかったため、実物を貼り付けて何
のお店か示す看板もありました。

スターのお宝目白押し！

なつかし青春教室
教材、文房具、楽器、
展示品 野球雑誌、キネマ誌、
ポスター

①〜③の中からそれぞれ答え
を選んでご応募ください。正解
者の中から、抽選で 人に竿燈
まつりグッズをプレゼント！

【応募方法 １(人１通 】)はがきかＥメー
ルに こ｢れくしょんクイズ と｣明記し、
答え、住所、氏名 ふ(りがな 、)電話番
号を記入し、２月 日 必(着 ま)で、
〒０１０ ８５６０
秋田市役所観光振興課

３ 揺れてもろうそくが水平を保つ

１ 折りたためる
２ 予備用のろうそく
を収納できる

工夫された点は？

昔の手持ちの照明器具です
昔の人の知恵が！

３ 電話

２ ラジオ

１ 録音機

この機器は？

筒から聞こえる声にびっくり！
今では手のひらサイズです

10

ro-incm@city.akita.lg.jp

(月)

＊当選者はプレゼントの発送をもってかえ
させていただきます。答えは次回広報あ
きたでお知らせします。

Ｅメール

28

展示品

このかごは炭火を入
れた火鉢などにかぶせ、
洗った 赤 ちゃ んの下 着 や
おむつなどを、上に干して乾かしまし
た。編み方ひとつで用途もいろいろ。
生活の知恵を感じ取ってください。

Ｑ１

Ｑ２

問い合わせ 観
▼ 光振興課
☎ ８(８８ ５)６０２
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竿燈まつり
グッズが当たる！

社会福祉への長年の功績
に対し厚生労働大臣表彰
トピックス
市政

【問い合わせ】福祉総務課
☎ ８(８８ ５)６５７

【社会福祉功労】

民生委員 児･童委員
▼鈴木ケイ子さん ▼赤坂マキ子さん
社会福祉事業従事者
▼鈴木恵美子さん ▼渋谷ちや子さん
▼工藤トモ子さん ▼佐藤広美さん
【ボランティア功労】
▼サークル２０００
▼秋田県立博物館ボランティア
ア｢イリスの会 ｣

環境課題への取り組み
に対し環境大臣表彰
１月 日、 令和３年度気候変動アク
｢
ション環境大臣表彰 普及 促
･ 進部門緩和
適
･ 応分野 を
｣ 受賞した一般社団法人あき
た地球環境会議のみなさんが、穂積市長
へ報告に訪れました。
このたびの表彰は、気候変動の講義、
環境マニフェストづくりと模擬投票な
ど、同団体が学校を訪問し行っている気
候変動対策と主権者教育に関する取り組
みが認められたことによるものです。お
めでとうございます。
【問い合わせ】中央市民サービスセンター
☎ ８(８８ ５)６４２

穂積市長を訪れた(一社)あきた地球環境会議のみなさん

1月19日の表彰状伝達式に出席されたみなさん

長年にわたる市の社会福祉推進への功
績が認められ、次の６人、２団体のみな
さんが厚生労働大臣から表彰され、１月
日、市役所で伝達式を行いました。お
めでとうございます。
19
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秋田市への寄付ありがとうございます (６･７ページに掲載した３件)

しゃく だ に

秋田港ライオンズクラブから、土崎み
なと歴史伝承館に、 笏
｢ 谷石 を
｣ 配置した
庭園 枯(山水 を)整備 寄
･ 付していただくこ
ととなりました。
おもに福井県で採掘されていた笏谷石
は、北前船との関わりもある貴重な石材
です。庭園の完成は３月の予定です。
【問い合わせ】
北部市民サービスセンター
☎ ８(４５ ２)２６１

上の写真▶１月14日の感謝状贈呈式。穂積市長の右が秋田港ライオンズクラブ
の佐藤嘉樹会長、左が50周年記念式典実行委員長の金澤 武さん、左端が元木
忠光幹事、右端が事業委員長の播磨谷 誠さん

６

エイジフレンドリーな
優れた取り組みを表彰
た た

エ
｢ イジフレンドリーパートナー は
｣、
エ イ ジ フ レ ン ド リ ー シ テ ィ 高( 齢 者 に や
さしい都市 の実現に向けて、民間の立
)
場から取り組みを推進する事業者 団
･体
などを登録する制度で、平成 年度から
実施しているものです。
これまでに優れた取り組みを行ってい
ただいているエイジフレンドリーパート
ナーを称え、このたび初めてとなる表彰
式を１月 日に市役所で開催しました。
受賞された事業者 団
･ 体は次のとおりで
す。おめでとうございます。
27

27

１月27日の表彰式に出席されたみなさん

なお、エイジフレンドリーパートナー
の取り組みは、市ホームページでもご覧
になれます。市では、今後も民間事業者
とともに連携しながら取り組みを進めて
いきます。
◆広報 番号 １００５２１０
【問い合わせ】長寿福祉課
☎ ８(８８ ５)６６６
令和３年度
秋田市エイジフレンドリー
パートナー表彰
【最優秀賞】
▼株式会社Ｋ＆Ｋメルシ
ロ(ーソン秋田駅西店 )
取り組みの概要…コンビニに介護相談
窓口を設置しているほか、介護 健･康に
関するイベントなどを開催しています
【優秀賞】
▼株式会社ＡＬＬ Ａ
取り組みの概要…高齢のかた向けのイ
ベント企画 運
･ 営、各種教室などを開
催しています

50

上の写真 ▼１月 日の寄付受納式。
右から㈱かんきょうの阿部京三代
表取締役会長、同社阿部 翔代表取

の一部で図書を購入したもの
です。
【問い合わせ】教育委員会総
務課☎ ８(８８ ５)８０３

した。これは、北都銀行が取
り扱う金融商品を㈱かんきょ
うが活用し、その発行手数料

株式会社かんきょうから、
市立小学校へ環境保全に関す
る図書を寄付していただきま

朝日綜合株式会社から、不動産に関す
る 事 業 道( 路 関 係 な ど に) 活 用 し て ほ し い
と、 万円を寄付していただきました。
【問い合わせ】
建設総務課☎ ８(８８ ５)７４７

上の写真▶１月24日の寄付受納式。朝日
綜合㈱の熊谷 塁取締役マネージャー(右)
と穂積市長

の伊藤元範取締役常務執行役員

締役社長、佐藤教育長、北都銀行

2022年２月18日号
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【エイジフレンドリー賞】
▼株式会社秋田キャッスルホテル
▼株式会社秋田銀行
▼秋田市通町商店街振興組合
▼協同組合秋田市民市場
▼株式会社一ノ関時計店
▼第一生命保険株式会社秋田支社
▼山二施設工業株式会社
▼アシスタ

31

ID

このアイコン
からスタート

･日
４･日
２･日

イ ン タ ー ネ ッ ト サ ー ビ ス 秋 田 市 く ら し 【ご利用の流れ】
｢
▼
転入、転居、転出、結婚、離婚、出生、死
の手続きガイド は
｣ 、市役所に来庁される
亡 、氏 名 変 更 、保 育 園 入 園 の 各 ラ イ フ イ
かたの状況に応じた手続内容や必要書類、
ベントから、必要な手続きを選択します
窓口の場所などをスマートフォンやパソコ
画面に従い、チェック項目を入力します
▼
ンを使って知ることができる便利な機能で
▼
必要な手続きや書類、窓口の場所などが
す。ぜひ一度、市ホームページからアクセ
表示されます
スしてください。
▼ 報統計課☎ ８８８ ５４６８
◆広報 番号 １０２３５８９ 問い合わせ 情
(
)

選択画面

(水) (金) (金)

今こそ、心の火を灯せ

ID

マイナンバーカード申請の
臨時受付窓口を開設します

【時間】午前 時〜午後４時
【各市民ＳＣごとの日程】
●西部市民ＳＣ…２月 日
●南部市民ＳＣ…３月３日
●北部市民ＳＣ…３月１日
●河辺市民ＳＣ…２月 日
●雄和市民ＳＣ…２月 日

10

問い合わせ 市
▼ 民課☎ ８８８ ５７１７
(
)

の後日郵送を申し込むこともできます。
＊新型コロナウイルスの影響で、変更 中
･ 止にな
る場合があります。

＊身分証をお持ちでないかたや申請者のご家族
の分など、自宅から申請できるよう、申請書

(火) (月) (火) (木) (木)
25

輝く東北へ

https://tohoku-kizunamatsuri.jp

(土)

問い合わせ 東
▼ 北絆まつり実行委員会
事務局 観(光振興課内 ☎) ８(２７ ７)２３３

24

22 28

29

28

来庁前に｢秋田市くらしの
手続きガイド｣で必要書類、
窓口の場所をチェック！

その場で無料で写真を撮影して、マイナ
ンバーカードを申請できる申請サポートを
期間限定で実施します。
対象は秋田市在住のかた ( 歳以下の
かたが申請する場合は保護者の同意が必
要 。) 運 転 免 許 証 、 健 康 保 険 証 な ど 本 人 確
認のできる書類をお持ちになり、直接会場
の下記市民サービスセンター Ｓ(Ｃ へ)お越
しください。カードの交付は後日、市役所
１階市民課または各市民ＳＣで行います。
14

テーマ

(日)

東日本大震災の鎮魂と復興を願う 東
｢ 北六魂
祭 の
｣ 意志を受け継ぎ、平成 年からスタート
した 東
｢ 北絆まつり が
｣ 、５月 日
･日 、
八橋運動公園を会場に開催されます。
最新情報は公式ホームページに掲示するほ
か、広報あきたでも随時お知らせします。
公式ホームページ
29

５/28(土)
29(日)開催！

東北絆まつり

こちらからも↑

８

市外局番＝☎018

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

◆粗大ごみの申し込みは
専用受付電話へどうぞ
☎ ８３９ ２)００２
(
平(日午前９時〜午後４時 )
例年、人の移動が多くなる３月
は粗大ごみの申し込みが集中し、
休み明けの平日などは専用受付電
話が大変混み合います。日にちに
余裕を持っておかけください。
なお、事前に捨てる物の縦 横
･ ･
高さを測ってから電話をしていた
だくと、手続きが円滑に進みます
のでご協力をお願いします。

◆保守点検などに伴い、東部市民

◆秋田市独自の

子育て世帯臨時特別給付
金の手続きをお忘れなく

子ども福祉医療関係郵送
用封筒への広告を募集
令和４年度の子ども福祉医療関
係の書類を送る封筒に掲載する広
告を募集します。広告サイズは７
㎝× ㎝以内。封筒の作成枚数は
３万７千枚です。
入札は郵送入札のみで、３月

日 に行います。詳しくは、市
ホームページ ２(月 日 ～ を)ご覧
ください。
◆広報 番号 １０１８７３０
入札申込 ▼市ホームページから入札
参加申込書をダウンロードして、２
月 日 から３月３日 までに必
要書類を添えて郵送してください
●問い合わせ
子ども総務課☎ ８(８８ ５)６９１

(火)

先着順で、定員を超えた場合は
入場を制限する場合があります。
上新城小 飯
･ 島南小の第６回学校統
合 準 備 委 員 会 ▼２ 月 日 午 後 ６
時 分〜７時 分、飯島南地区コ
ミュニティセンターで

地域代表やＰＴＡ代表などによ
る、学校適正配置に関する地域協
議を各地域で実施しています。こ
の協議の第３段階である学校統合
準備委員会を次のとおり開催しま
すので、傍聴希望のかたは直接会
場へお越しください。

学校適正配置の地域協議
を開催しています

(金)

……………………………
ＳＣが３月５日 に臨時休館し
ます。ご了承ください
●問い合わせ ☎ ８(５３ １)０３９

子｢育て世帯臨時特別給付金 ｣
国の子育て世帯臨時特別給付金
を離婚などにより受給できなかっ
た世帯へ、秋田市独自の給付金を
支給します。申請期限は２月 日
。詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
◆広報 番号 １０３３０３８
支給対象 す(べてを満たす世帯 )
①国の子育て世帯臨時特別給付金
の基準日以降の離婚などによ
り、支給日時点で対象児童を養
育しているが給付金を受給でき
なかったかた
②児童手当 特(例を除く 受)給者また
はそれに準ずる所得のかた
③昨年９月 日現在および秋田市独
自分の給付金の申請時点で秋田
市の住民基本台帳に登録されてい
て、すでに別居しているかた
●問い合わせ
子ども総務課☎ ８(８８ ５)６９０
◆国の 子｢育て世帯臨時特別給付金 ｣
新型コロナウイルス経済対策と
して、平成 年４月２日から令和
４年３月 日までに出生した児童
を養育しているかたへ、児童１人
あたり 万円を支給します 所( 得制
限あり 。) 詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
◆広報 番号 １０３２２８９
平成 年４月２日〜 年４月１日
に出生した児童のみを養育してい
るかた＝申請期限は２月 日 で
す。手続きはお早めに
令和３年 月１日以降に出生した
児童を養育しているかた
▼
秋田市に児童手当の認定請求をし
た場合＝出生月の翌々月に支給方

(月)

(金)

(木)

はマスクの着用などをお願いします。

＊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
合がありますので、実施の有無は、主
催者にご確認ください。また、会場で

●問い合わせ 学校適正配置推進
室☎ ８(８８ ５)８１２

(金)

天
◆２月 日
｢ 皇誕生日 は
｣、 資
｢
源化物 を｣平常どおり収集します
収集日にあたっている地区のか
たはお忘れなく。
●問い合わせ 環境都市推進課
☎ ８(８８ ５)７０９
◆不法投棄は犯罪です
不法投棄は、５年以下の懲役も
しくは１千万円以下の罰金、また
はこれらの併科 同(時に二つ に)処せ
られる犯罪です。

(月)

法を文書でお知らせします
▼
所属庁に児童手当の認定請求をし
た場合＝申請書を市ホームページ
からダウンロードして、所属庁の
証明をもらい申請してください
●問い合わせ
子ども総務課☎ ８(８８ ５)６９９

2022年２月18日号

９ 広報あきた
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25

ID

30

(土)

18

ID

30

15

31

ID

10

10

15

18

30

28

15

(水)

不法投棄の行為を見か
けた場合や不法投棄さ
れた物を見つけた場合
は、廃棄物対策課へご連
絡ください。
☎ ８(８８ ５)７１３

17

23

監視カメラ｢みてるくん｣

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

防災ネットあきたに
ご登録ください

防災ネット

防
｢ 災ネットあきた に
｣ Ｅメール
アドレスを登録すると、大雨や地
震などの災害情報や避難情報が配
信されます。登録方法は市ホーム
ページをご覧ください。
◆広報 番号 １００９８２７
＊下のコードを読み込ん
でもアクセスできます
初( め に 空 メ ー ル を 送
信してください 。)
■登録時、Ｅメールアドレス ｢akitaからの
city@raiden2.ktaiwork.jp｣
メールを受信できるよう、あらか
じめ受信拒否設定を確認してくだ
さい。
■携帯電話 パ
･ ソコンをお持ちで
ないかたや操作に不慣れなかたで
☎ ８(８８
ＦＡＸ ８(８８
５)４３４
５)４３５

・土砂災害の危険性がある地域に
お住まいのかた
②ＦＡＸ登録の対象
・聴覚に関する身体障害者手帳を
お持ちのかた
●問い合わせ 防災安全対策課

えんのう

援農ボランティアと
受入農家を募集！
後継者不足や
人手不足に悩む農家の実情に合わ
せて、４月からの農作業をサポー
トしてくれる 援
｢ 農ボランティア ｣
高(校生以上のかた と)その受入農家
を募集します。農作業で心身をリ
フレッシュしてみませんか！
募集数は、ボランティアが 人
程 度 個( 人 の ほ か 、 グ ル ー プ 団
･体
での登録も可 、) 受入農家が 戸程
度。派遣日は、受入農家の作業希
望日 時
･間 内
･ 容に対して、ボラン
ティアの希望日などを調整して決
定します。
申し込み ▼２月 日 まで農山村地
域活性化センターさとぴあ
☎ ８(９３ ３)４１２
事業説明会 ▼３月５日 、①午後１
時〜２時 ②２時 分〜３時 分、
中央市民ＳＣ 市(役所３階 で)
＊事業説明会当日、都合が悪い場
合は個別に対応します。

一人一人の思いやりで
〝心のバリアフリー〟を
市では、高齢のかたや障がいの
あるかたなどの自立と社会参加を
促すため、施設のバリアフリー化
とともに、地域社会全体が相互に
協力しあうことができるよう 心
｢の
バリアフリー を｣推進しています。
乗り物内で席を譲ったり、扉の
開け閉めを手伝ったりするなど、
誰もができる小さな気遣いが大
切です。一人一人が相手を思いや
り、 心
｢ のバリアフリー を
｣ 実践し
ましょう。
●問い合わせ
都市計画課☎ ８(８８ ５)７６４
◆バリアフリー教室を開催
市内の小学生を対象としたバリ
アフリー教室を開
催しています。今
年度は、６校で高
齢者 視
･ 覚障がい
者などの疑似体験
や介助体験などを
行いました。
車いす介助を体験

利用するトイレです。一般トイレを

◆バリアフリートイレの
適正利用にご協力ください
バ リ ア フ リ ー ト イ レ は 、車 い す
のかたや介助が必要なかたなどが

利 用 で き る か た は 、バ リ ア フ リ ー
ト イ レ の 利 用 は 控 え 、利 用 マ ナ ー

向上にご協力をお願いします。

◆ 車｢いす等マーク の｣ついた駐車区
画の適正利用にご協力ください
障がいのあるかたや要介護者、
妊産婦などに利用証を交付して、
駐車区画の適正利用を図る 障
｢ 害者
等用駐車区画利用制度 を
｣ 実施して
います。みなさん一人一人の利用
マナー向上に、ご協力をお願いし
ます。
また、施設を管理しているかた
は、制度の趣旨をご理解の上、 障
｢
害者等用駐車区画 の
｣ 設置にご協力
ください。詳しくは、県地域 家
･庭
福祉課へお問い合わせください。
☎ ８(６０ １)３４２

車いす使用者用利用証

車いす使用者用以外の利用証

10

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

50

20

30

も、離れて住むご家族が登録し、
情報を伝えることができますの
で、ぜひご利用ください。

お持ちのかた

次のかたを対象に、電話または
ＦＡＸによる情報配信を行ってい
ます 気(象情報などは配信対象外 。)
事前登録が必要です。詳しくは、
市ホームページをご覧になるかお
問い合わせください。
①電話登録の対象
・視覚に関する身体障害者手帳を

(金)

(土)

(青色)

(緑色)

25

30

ID

⑧

ニュージーランドの議会では、
同性婚を認める法案について｢関

なくても、ただ『こういう人もい
る』
『 こういうこともある』でいい
じゃないか｣というセリフがありま
した。さまざまな考え方がありま
すが、あなたはどう思いますか？

生活総務課女性活躍推進担当
☎(888)5650

国民年金基金で
年金を増やしませんか
国民年金基金は、老齢基礎年金の
上積み年金として給付を行う公的
な年金制度です。年金額をご自分で
設計して増減することも可能で、掛
金は全額 社
｢ 会保険料控除 の
｣ 対象
となり、受け取る年金にも 公
｢ 的年
金等控除 が
｣あるなど、税制面でも
優遇されています。
また、基本型は 歳から受け取
りを開始できますが、２口目以降
に 歳から受け取るタイプもあり
ます。次の条件を満たしたかたが
加入できます。
▼
国民年金の第１号被保険者で、保
険料を全額納めているかた
▼
国民年金に任意加入しているかた
●問い合わせ 全国国民年金基金
秋田支部☎０１２０ ６-５ ４-１９２
65

食品表示を確認して
食物アレルギーを防ごう

名称

マカロニサラダ

原材
料名

マカロニ(小麦･乳成分を含む)、きゅう
り、にんじん、玉ねぎ、マヨネーズ(卵を
含む)、ハム、香辛料、食塩、砂糖、食酢

調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、
添加物 カゼインNa(乳由来)、増粘多糖類、
発色剤(亜硝酸Na)

原材料名、添加物欄の最後に、｢(一部に○○･△△
を含む)｣のように、アレルゲンがまとめて表示さ
れている場合もあります。

ることもあります。不安なとき
は、商品に記載された製造所やお
客様相談室などにお問い合わせく

ギー物質もあります。また、製造
の際、原材料でなくても、工場内
の工程でアレルギー物質が混入す

ば、落花生が微量でも含まれると
きは、必ず表示することになって
いますが、表示義務のないアレル

食物アレルギーを防ぐには、食
物アレルギーを引き起こす物質で
ある ア
｢ レルゲン を
｣ 口に入れない
ことが基本ですが、加工食品は、
アレルゲンが含まれているか分か
らない場合もありますので、食品
表示をよく確認しましょう。
卵、乳、小麦、えび、かに、そ

【食品表示記載例】

ださい。
●問い合わせ
衛生検査課☎ ８(８３ １)１８１

2022年２月18日号

11 広報あきた

60

食物アレルギーのおもな症状
は、じんま疹、湿疹、下痢、嘔
吐、腹痛、せき、呼吸困難などで
す。場合によっては、原因食品を
食べてから 分以内にアナフィラ
キシーショック 全( 身発赤、呼吸困
難、血圧低下など が) 起こり、重篤
な症状となることもあります。
30

次世代エネルギー

係のある人にとっては素晴らしい
もの。一方、そうでない人にとっ
ては、いつも通りの生活が続くだ

秋田市公式ユーチューブチャンネ
ルで、地球温暖化と再生可能エネル
ギーの紹介動画を公開しています。
すでに私たちの身近に迫ってきて
いる地球温暖化の影響について、市
内の農家のかたなどに聞いたお話を
紹介しています。
また、市内の再生可能エネルギー
について、まるで見学会に参加して
いるかのようにご覧になれます。こ
の動画を視聴して、気候変動につい
て学ぶきっかけにしてみませんか。
●問い合わせ
環境総務課☎ ８(８８ ５)７０４

け｣とスピーチされました。
また、あるドラマでは、性的少
数者について｢納得や理解はでき

動画の一場面

動画で参加、
あきた次世代エネルギーパーク見学会

あなたのそばに
いるかもしれない誰か

◆こちらのコードを
読み込んでアクセ
スしてく だ さ い →

シリーズ

と

会員それぞれの〝味わいある〟演目を

はなし

烏帽子をかぶっているのが
太夫(右)、頭巾姿が才蔵です
さ い ぞ う

な ご

の始まりを笑いで景気づける和
やかな催しとなりました。
民俗芸能伝承館では、４月か
ら 秋
｢ 田万歳入門講座 を
｣ 開講し
ます。申込方法など詳しくは、
次回広報あきた３月４日号に掲
載します。興味のあるかたは、
ぜひご覧ください。

た ゆ う

独自の風俗文化の話に興味津々
の様子でした。
講話の後で継承会が披露した
のは、〝儀式万歳〟と〝噺万歳〟と呼
ばれる演目の数々。太夫と才蔵
という役どころで２人１組とな
り、計３組が軽妙なやりとりを
繰り広げました。特に、才蔵の
身振り手振りがコミカルな つ
｢っ
つき舞 や
｣ バ
｢ ンバア舞 は
｣ 、耳に
残るリズムが印象的でした。
春
｢ を言祝ぐ祝福芸 。
｣ 鑑賞会
のタイトルどおり、まさに１年

ネ 地域の話題

ほ

ご

楽しめました

教えて
こ

な

春を言祝ぐ祝福芸
秋田万歳で和やかに

じゅ いん

快な鼓の音色に合わせて、
軽
秋田弁を交えた掛け合いが
笑いを誘う 秋
｢ 田万歳 。
｣ 江戸時
代から続くとされるこの正月を
祝う伝統芸は、いまも秋田万歳
継承会のみなさんによって受け
継がれています。
１月 日には、新春恒例の鑑
賞会が民俗芸能伝承館で開催され
ました。実演に先立ち、秋田県民
俗学会の齊藤壽胤副会長が、 秋
｢
田万歳の謎を解く と
｣ 題 して 、そ
の成り立ちなどを検証。観客のみ
なさんも、歴史的な背景や秋田
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シダレウメなども見られます

に植えられている紅梅は、毎年
１月下旬頃から小ぶりな花が咲
き始めます。特に天気の良い日
は、ガラス越しに差し込む日差
しに負けじと、花びらの鮮やか
なピンクが際立ちます。
みなさんも、ひと足先に小さい
春を見つけに、セリオンリスタを
訪れてみてはいかがですか。

が待ち遠しいこの季節、
春
そ
｢ ういえば… と
｣ 足を運
んだのがセリオンリスタ。館内

ひと足先に小さい春
リスタで見〜つけた

紅梅のほかにも、例年は、白梅、

ごん

秋田犬の
里親さんを
募集中です

頭数の減少や飼育
かりん
放棄など秋田犬が抱
える課題を解決し、
１頭でも多くの命
を救うために活動し
ている一般社団法人
ＯＮＥ ＦＯＲ ＡＫＩＴＡ 八( 橋 )
では、秋田犬の保護犬２頭の里
親さんを募集しています。
オスのごんとメスのかりん、
ともに８歳です。２頭が幸せに
過ごすために、里親さんの要件
を設けています。詳しくは、
ホームページをご覧ください。

http://www.saveakita.or.jp

エリアなかいちの
〝秋田犬ステーション〟へどうぞ

秋田犬に会える観光スポット
〝秋田犬ステーション〟は冬季
もオープン中！ 営業は毎週火 木
･
土 日曜と祝日で、秋田犬に会
･
･
えるのは土 日
･ 曜です。不定休も
ありますので、ホームページで
ご確認ください。

問い合わせ ▼一(社 Ｏ)ＮＥ ＦＯＲ
ＡＫＩＴＡ☎ ８(０７ ２)５３５
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市外局番＝☎018

No.354

たの中から抽選で10人に図書カー
ド1,000円分を差し上げます。
広報あきたや市政テレビ番組の感
想などを添えて、ご応募ください。
Ｑ１

あきた芸術劇場ミルハスのグラ
ンドオープンは９月何日？

Ｑ２

油谷これくしょん、
元は何小学校の校舎？

67

･18日号の記事中から探してね♪
応募方法 ( 応募は１人１件です )

はがき、FAX、Eメールに、｢広報
クイズ｣と明記し、答えと住所、氏
名(ふりがな)、年齢、電話番号を書
いて、２月25日(金)(必着)まで、

69

〒010-8560 秋田市役所広報広聴課
FAX(888)5472
Eメール ro-plpb@city.akita.lg.jp

月号の市長コラムの 龍
｢ 虎の戦
い の
｣ 話から、パパママは辰年
龍( 、)これから産まれるわが子
は寅年 虎( …)勢いのある元気な
子になると信じ、子育てに奮
闘したいと思います！
龍(ママ
歳 手･形 )
●雪の降る時期、車がはまった
ときに周りの人が抜け出すの
を手伝っていたり、狭い道を
すれ違うときに譲りあったり
が当たり前に行われていて、
県外出身の私にとっては新鮮
です。大変な時期だからこそ
協力して乗り越えようという
みなさんの気持ちが素敵だと
思いました。私も見習いま
歳 柳
す！ に(ょん
･田 )

＊採 用された際、氏名の記載を希望しな
いかたは、ペンネームも忘れずにお書
き添えください。
１月21日号の当選者(敬称略)
前回のクイズの答え
Ｑ１＝26 Ｑ２＝レディ
当選者▶菅原誠悦(広面)、鈴木克昌(山王)、
タケ(御所野)、タピオカ(飯島)、ハルハル
ドンキー(泉)、ヒマジィー(濁川)、ボンレ
ス(牛島)、ムーミンママ(大住)、山崎 浩
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33

(下北手)
＊応募件数191件のうち、正解は190件。

油谷これくしょんの取材
で印象的だったのが、昔の
生活用品･民具の数々。限
られた材料を使い工夫して
生み出したもの、再利用し
て長く大事に使う工夫など、一見不便そ
うな生活の中には、それを補う知恵がた
くさん詰まっていました。
スマホひとつで情報が簡単に手に入る
現代。便利な時代を生きる私たちは、こ
ういった昔の暮らしを学ぶ機会も必要か
もしれませんね(さ)
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広報あきた

2022年２月18日号

ウェブサイト画像

担
当
か
ら

55

挑戦することでしっかり覚え
られます。創刊したのはかな
り前で、自分よりも年上だっ
たのですね。時代とともに変
わってきた広報のように、自
分も柔軟でありたいものです

こ(めどら
歳 東･通 )
● フ
｢ レイル を
｣ 目にするように
なりました。早いうちに自分
の現在の状態を知り、健康で
長生きしたいと思っています
え(びす
歳 土･崎港 )
●今年出産予定のため、先日 パ
｢
パ マ
･ マれっすん へ
｣ 行ってき
ました。コロナ禍で開催が制
限されている中、助産師さん
たちの丁寧な指導を見て勉強
になりました！ 広報あきた正

＊答えは広報あきた２月４日号

ちょっと一息

行号に掲載しています。正解したか

●秋田を離れる人が増えている
中、田舎ぐらしを求めてくる

人たちもいて、 住
｢ みたい田
舎 ベ
｣ ストランキングで１位と
いうのはうれしいですし、頑
張っている人たちがいるから
でしょうね
雪(んこ
歳 牛
･島 )
●広報に毎回目を通しています
が、クイズに答えるとなると
記憶に自信がなく、もう一度
読み返しています。クイズに

広報クイズは、毎月第３金曜日発

読者の伝言板

広報
クイズ

文章、写真、イラストなどを
発信するウェブサイトで魅力を発信！

秋田市公式note

｢秋田市ではたらく｣
就職や転職を考えているかたなどに、若手職

こちらからも↓

員目線で、市職員として働く魅力などを分かり
やすく、カジュアルに紹介する｢秋田市ではた
らく｣。ぜひご覧ください！
https://akita-city.note.jp
企画調整課☎(888)5462

秋田市公式note

【出典】政府広報オンラインのポスターデザインデータ

４月から成年年齢が18歳になり
ます。そんなみなさんに覚えてお
いてもらいたいことが…。例えば、
成年になることで、契約をひとり
で結ぶことができるようになり、
それに伴うさまざまなトラブルに
巻き込まれることが心配されてい
ます。｢成年＝自己責任｣を自覚し、
契約や買い物はしっかりと考えて
から行うようにしましょう。
下記にトラブルの事例を紹介す
るほか、消費者庁でも、
さまざまな情報を発信し
ていますので参考にして
みてください。注意喚起
情報などは、右のコード
を読み込んでアクセスし
てご覧になれます。

ホーム
ページ

ツイッター

問い合わせ▶市民相談センター☎(888)5648

契約や買い物で｢困ったな｣と思ったら
消費者ホットラインへお電話ください

！定期購入
事例

アドバイス

動画投稿サイトの広告を見て、お試し
300円のダイエットサプリを購入しまし
た。後日、頼んだ覚えのない２回目の商
品発送の連絡があって、４か月分４万円の請求が
あり困っています…
▶契約内容はもちろん、解約方法などの
解約条件もしっかり確認しましょう
▶証拠を残すため、事業者に連絡した記

１８８

全国共通電話番号☎

！もうけ話…情報商材、マルチ商法、
暗号資産など
事例① 先輩の知人に｢簡単にもうかる｣と誘われ、
ホームページのアクセス数を増やすことで
簡単に稼げる情報を記載した90万円の情
報商材を契約したけど、全然もうからない。友だち
を誘えばボーナスが入るとも言われたけど…

事例② 飲み会などで知り合った人から、暗号資産
の投資は絶対もうかると誘われてやってみ
たけど、出金できなくなってしまった…

録を残しましょう

事例

美容外科クリニックで施術を受けたんで
すが、顔全体が内出血を起こし腫れも引
かず、生活に支障が出て困っています…
は

アドバイス

▶使用する薬などがどのようなものか、
自分でも説明できるよう確認しましょう
▶リスクや副作用なども確認し、納得し
たうえで自分で選択しましょう
▶その美容医療は｢今すぐ｣必要か？ 最後
にもう一度確認しましょう

アドバイス

！美容医療

▶怪しい話は、はっきり断りましょう
▶価格が変動し損をする可能性があるな
ど、投資には必ずリスクがあることをお
忘れなく
▶クレジットカードでの高額決済や借金を
してまで契約しないようにしましょう
▶被害者から加害者の立場になってしま
い、その結果、友だちを失うことも…
▶暗号資産で投資をする場合は、取引先の
業者が暗号資産交換業者として登録され
ているかを確認しましょう

＊暗号資産＝インターネット上でやりとりできる財産的価値のこと。仮想通貨とも。

市外局番＝☎018
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中止になりました

ウェブサイトの画面

https://akita-city-chisanchisho.com

コーナーを新設しました。安全で新鮮な市内産農産物の情報
収集に、ぜひご活用ください！ なお、販売状況を掲載する
のは、｢秋田市地産地消推進店｣の一部店舗となります。

生産者
市内の生産者が、農産物などの生産状況やお
からの情報 いしい食べ方などの情報をお届けします！
小売店での どのお店で、どんな市内産農産物が購入でき
販売状況
るのかをお伝えします！ お買い物の参考に！

健康ワンポイント

見ていますか？ 栄養成分表示
加工食品の包装に、健康づくりに役立つ
情報があるのはご存じですか？
｢栄養成分表示(エネルギー、タンパク
質、脂質、炭水化物、食塩相当量など)｣を
見ると、どのくらいの栄養成分が入ってい
るか確認できます。気になる栄養成分を確
認して、健康づくりに役立てましょう。

食塩を摂り過ぎると、高血圧や慢性腎臓病などの
リスクが高まります。20歳以上の１日あたりの食塩
摂取量は、８g未満に抑えることが目標(※)です。
例えば、カップラーメンに
栄養成分表示
１食(78g)当たり
含まれる食塩相当量が６.７g
エネルギー 454kcal
だとすると、スープまで完食

摂り過ぎを防ぐため、まずは
スープを３分の１残すことが
減塩の第一歩といえます。

①仁井田スーパー農園／22区画／
約50㎡･約5,750円
②椿台スーパー農園(雄和)／22区画／
約50㎡･約5,250円
③椿台ヒルズ農園(雄和)／８区画／
約80㎡･約8,400円
④椿台第一農園(雄和)／１区画
／100㎡･10,500円
使用は４月下旬から11月末まで。
１世帯で１区画(厳守)。水道･駐車
場･休憩所はありません。他のか
たに貸すことはできません。農園
の面積は１区画15〜25㎡。

■地区名／募集数
①東部･手形山地区／86区画
②東部･広面谷地田地区／60区画
③中央･八橋田五郎地区／93区画
④南部･仁井田柳林地区／42区画
⑤西部･新屋比内町地区／79区画
⑥北部･飯島堀川地区／125区画

●

今年こそ減塩にトライ！

することで１日の目標の84％
を摂取することになります。

で。水道･駐車場･休憩所がありま
す(建物などは冬期閉鎖)。他のか
たに貸すことはできません。令和

■農園名／募集数／
１区画あたりの面積･使用料金(年額)

無料市民農園

問い合わせ▶産業企画課☎(888)5725

使用は４月中旬から来年２月末ま

５年度も継続して使用できます。

地産地消サイト

｢秋田市地産地消関連ウェブサイト｣をリニューアルし、こ
れまでの｢秋田市地産地消推進店｣の紹介に加え、下記の情報

●

市民農園の
使用者募集
有料市民農園

秋田市地産地消関連ウェブサイト

リニューアル！

令和４年度

タンパク質
脂質
炭水化物
食塩相当量

13.３g
16.２g
63.７g
６.７g

３.０g
[ めん･かやく
スープ
３.７g ]

※市の計画である｢第２次健康あきた市21｣の目標値。

問い合わせ▶保健予防課☎(883)1178

申し込み

はがきに｢市民農園使用申込｣と明記
し、希望する農園名と住所、氏名(ふり
がな)、電話番号を記入の上、３月４日
(金)(当日消印有効)までに下記宛先へ。
〒010-8560 秋田市役所産業企画課
＊はがきは１世帯１通(厳守)。複数の農園に
重複して応募はできません。また、令和
４年度に継続使用するかたは応募できま
せん。
＊定数を超えた場合、３月11日(金)10:00か
ら市役所職員研修棟で公開抽選を行い、
結果は３月末までに全員に郵送します。

問い合わせ▶産業企画課☎(888)5722
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冬の間休んでいた屋外体育施設がオープンし
ます。ぜひご利用ください。なお、グラウンド
の状況や天候などにより、利用開始時期が変更
になる場合があります。詳しくは各施設へお問
い合わせください。

ソユースタジアム(八橋陸上競技場)

スポーツ振興課☎(888)5611

◆公共施設案内･予約システム(公共･予約システム)を使用するには、事前に利用者登録が必要です。各施設窓口で登録できます。

施設名

区分 利用開始予定

ソユースタジアム 日中
３/14(月)
(トラックなど) ナイター
八橋多目的
グラウンド
日中 ３/14(月)

ナイター ４/21(木)

日中 ３/14(月)

砂入り
八 橋 人工芝
ナイター ４/21(木)
テニス
コート
グリーン
日中 ４/20(水)
サンド
スペース
プロジェクト･
ドリーム
フィールド
土崎市民
グラウンド

日中
オープン中
ナイター
日中 ４/ １(金)

勝平市民
グラウンド
ナイター ４/ ９(土)

17

広報あきた

利用日当日、ソユー
スタジアム窓口へ
利用希望日の前月１
日から、平日に電話
でソユースタジアム
へ。☎(823)1472
…３･４月分は
３/１(火)から

施設名

区分 利用開始予定

▶河辺岩見三内野球場
▶河辺和田野球場 日中 ４/ ９(土)
▶河辺戸島野球場

ス ポ
パーク
かわべ

グラウンド
ゴルフ

６/ １(水)

利用希望日の前月１
日から、電話でスポ
パークかわべへ。
☎(881)2411

公共･予約システムから

３月分▶利用日２日
前の8:30〜、電話
でソユースタジアム

北野田公園
テニスコート

へ。☎(823)1472
４月分▶公共･予約シ
ステムからどうぞ

公共･予約システム
からどうぞ

利用希望日の前月１
日から、電話で勝平
屋内ゲートボール場
へ。☎(866)1055
…３･４月分は
３/１(火)から

公共･予約システム
４/ ９(土) からどうぞ
【窓口】
北野田公園
ナイター
アリーナ
日中

利用希望日の前月１
日から電話で

▶雄和新波野球場
▶雄和花の森野球場
日中 ４/ ９(土)

公共･予約システム
からどうぞ

利用希望日の前月１
日から、電話で河辺
体育館へ。
☎(882)3654
利用日当日、スポ
パークかわべ窓口へ

日中
サッカー

申込方法

４/10(日)

【窓口】
ソユースタジアム

ナイター ４/ ９(土) 【窓口】北部市民サービスセンター
日中 ３/10(木)

小学校の
グラウンド
体育館を
無料開放

申込方法

新波→雄和南体育館
☎(887)2318
花の森→雄和体育館
☎(886)2844

公共･予約システム
日中
雄和花の森
４/ ９(土) からどうぞ
テニスコート ナイター
【窓口】
雄和体育館
日中 ３/20(日)
光沼近隣公園
テニスコート

公共･予約システム
からどうぞ…３月分
は、利用日２日前の
9:00〜、電話で光
沼アリーナへ。
☎(847)4602

市内小学校のグラウンド･体育館を無料開放します。学校によっては開放してい
ない日もありますので、ご利用の際は、直接各小学校へお問い合わせください。
個人･グループ(９人以下)利用＝４月から11月までの毎週水曜に使用できます
(グラウンドは朝6:00〜7:30、体育館は19:00〜21:00)
団体(10人以上)利用＝団体登録申請が必要です。詳しくは、各小学校へお問い合わせください
2022年２月18日号

秋田市

■ 第44回 ■

工芸品まつり
日時

も く

め

が ね

おもな ■漆芸 ■杢目銅 ■銀線細工 ■七宝 ■陶芸
出展品 ■打刃物 ■染織 ■ガラスアート など

入場
無料

漆芸

杢目銅

２月24日(木)▶28日(月)
10:00〜17:00

(初日は11:00から、最終日は16:00まで)
会場

にぎわい交流館２階展示ホール

銀線細工

受け継がれる伝統の技、職人の技が光る工芸品が一

七宝

堂に会します。手作りの逸品を職人から直接購入する
ことができます。ぜひお越しください！
問い合わせ▶産業企画課☎(888)5725

市民活動フ ェ スタ 2022
〜今だからこそ必要なつながり〜
日時
会場

３月６日(日) 10:00〜16:00
アルヴェ１階きらめき広場

日頃、市内で活動している市民活動団体のみなさん
のPRや交流の場です。どなたでも参加OKです！
当日は、市民活動団体のPRブースやプロモーショ
ン動画放映のほか、右記の内容でトークイベント(要
申込)も開催します。
ぜひご覧ください！

問い合わせ･申し込み▶市民交流サロン☎(887)5312

しるみるばるフェスタ編(先着各15人)
■午前の部(11:00〜12:00)
■テーマ▶地域の魅力を奏でる〜コントラバスの調べ
とともに〜(農村風景の中で暮らす魅力や人と地域
をつなぐ活動について、演奏とともに紹介します)
■講師▶珈音合同会社代表社員･佐藤 毅さん
■午後の部(14:00〜15:30)
■テーマ▶地域のわくわくを掘り出したい 宝物は足元
にある！(地域課題解決に向けたそれぞれの活動を
トーク形式で紹介します)
■コーディネーター▶遊学舎センター長･畠山順子さん
ゲスト▶一般社団法人ロンド代表理事･金子晃輝さん
秋田くりひろげ株式会社取締役･秋山卓登さん

こちらは ★過去のフェスタの資料や今回参加する団体の紹介パネルを２月28日(月)まで遊学舎に展示！
事前開催 ★参加団体が作成したプロモーション動画を２月28日(月)まで遊学舎で放映！

★プロモーション動画を秋田市公式ユーチューブチャンネルでも３月６日(日)まで配信！

作品展示の様子

秋田公立
美術大学の
プチ情報コーナー

早坂葉･後藤那月
二人展
に じ

めぐりに滲む
■入場無料■

日時

２月18日(金)▶４月10日(日)
9:00〜17:30

秋田公立美術大学ギャラリー
会場 BIYONG POINT

(八橋の秋田ケーブルテレビ内)

アーツ＆ルーツ専攻３年の早坂さんと美術学部２年の後藤さん
の作品展示とパフォーマンスを公開します。
問い合わせ▶NPO法人アーツセンターあきた☎(888)8137

市外局番＝☎018
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■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。

キタスカ講演会

イザベラ･バード役の
劇団わらび座･椿 千代さん

八名信夫

トークショー

出会い、
ふれあい、
人の味
土崎のお祭りに赴くシーンも

羽州街道を旅した英国人女性･イザベ

時間

①10:30〜 ②13:30〜

会場

にぎわい交流館
３階多目的ホール
3,500円(小･中学生2,500円)

観覧
料 ＊当日券は各500円増。なお、就学前
のお子さんは入場できません。

●前売券購入については、わらび座へお
問い合わせになるか、公式ホームペー
ジをご覧ください。
☎0187-44-3332(平日)
https://www.warabi.jp/isabella2022/
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北部市民サービスセンター
１階地域文化ホール

▼
▼

参加無料

定員(抽選)
映画、テレビドラマなどでおなじみの
140人
八名信夫さんによる、笑いあり感動あり
の楽しいトークショー。ぜひお越しください！
【申し込み】２月16日(水)9:00から26日(土)まで、電話
または北部地域住民自治協議会(北部市民サービスセ
ンター１階)窓口でお申し込みください。１人で２人
分まで。定員を超えて抽選となった場合、当選したか
たに指定席券を郵送します
問い合わせ▶北部地域住民自治協議会☎(846)1133

て とう

(満席となる場合もありますので、
ご了承ください)

会場

わらび

２月21日(月)･22日(火)･
24日(木)･25日(金)･
26日(土)･27日(日)

３月12日(土) 13:00〜14:30

久保台古墳の
蕨手刀

今後の公演日

公演日程も
終盤
お見逃しな
く！

ラ･バード(1831-1904年)。旅行家で紀
行作家でもある彼女が訪れた、明治時
代の秋田での出会いを描くオリジナル
ミュージカル！ ぜひご覧ください。
文化振興課☎(888)5607

日時

は

じ

き

久保台古墳の土師器

み

オエダラ箕

太平地区
文化財調査報告会

参加無料
先着60人

日時

３月13日(日) 14:00〜16:00

会場

東部市民サービスセンター
１階地域文化ホール

｢秋田市文化財保存活用地域計画｣策定に伴い、今年
度実施した太平地区文化財調査の報告会です。縄文時
代から近世に至るまで太平がどんな場所だったのか、
歴史的建造物、太平山信仰にまつわる石像物などから
多面的に解説します。ぜひお越しください。
【申し込み】２月21日(月)8:30から文化振興課
☎(888)5607

記念すべき2000号を祝し、広報あきたができるまで
を市政５分番組でどーんと紹介します！ 汗となみだの結晶、い
ろんな思いを込めてできあがる市民のための広報紙づくり。ぜ
ひご覧ください！広報広聴課☎(888)5471
放送 日 時

★こんにちは秋田市から(秋田放送)▶２月27日(日)11:55〜
★いきいき秋田市から(秋田朝日放送)▶３月 ４日(金)15:40〜
＊テレビ放映後、秋田市公式ユーチューブでもご覧になれます。

よって対応できない場合あり)
申込▶２月21日(月)8:30から保健
予防課☎(883)1178

みんなの掲示板②
◆千秋美術館がアトリオンビル全
館点検作業のため２月27日(日)に
休館します。ご了承ください
問▶千秋美術館☎(836)7860
◆松下あきた舞妓劇場｢昼下がりの
部｣に県民を無料ご招待！ お茶会･
舞踊公演･お座敷遊び体験など。
日時▶２･３月の毎週土曜、15:00
〜16:00 会場▶あきた文化産業
施設｢松下｣(千秋公園) 申込▶松下
総合案内☎(827)3241(月曜休館)
＊申込時に｢無料招待の記事を見
た｣とお伝えください。なお、
満席の場合はご了承ください。
◆心といのちを守る総合相談会
対象▶39歳以下のかた 日時▶３
月 １ 日 (火)･ ２ 日 (水)、 1 0 : 0 0 〜
16:00 会場▶にぎわい交流館
申込▶NPO法人秋田県就労･生活自
立サポートセンター
☎090-6681-6677
◆こころの健康づくり相談会
産業カウンセラーが応じます。
自分のこと、家族のこと、職場
の人間関係など。日時▶３月５日
(土)13:00〜16:00 会場▶県社
会福祉会館(旭北) 申込▶日本産
業カウンセラー協会東北支部秋田
県運営部☎080-1694-0764

◆介護者のつどい
寝たきりや認知症のかたなどを介
護しているかた、以前介護してい
たかたが対象です。介護している
上での日頃の悩みや思いなどを話
し合います。
日時▶３月７日(月)13:30〜15:00
会場▶市保健所(八橋)
問▶介護者のつどい代表の小野さ
ん☎090-9037-4482
◆ふれあい法律相談
法律･相続などの相談に平川信夫
弁護士が応じます。
日時▶３月22日(火)10:00〜12:00
会場▶市老人福祉センター(八橋)
先着▶４人(初めてのかた優先)
申込▶２月22日(火)10:00から市
社協ふれあい福祉相談センター
☎(863)6006
◆ピアカウンセラー交流事業
身体に障がいのあるかたとその
ご家族を対象に、障がい(肢体不
自由･視覚障がい)のあるピアカウ
ンセラーが、お互いに平等な立場
で悩みや話を聞き、きめ細かにア
ドバイスします。ご希望に合わせ
て、公共機関、飲食店、ご自宅な
どへ伺います。
申込▶障がい者生活支援センター
ほくと
☎(873)7804･FAX(853)4977
◆福祉サービスの苦情解決をお手
伝いします ｢職員に嫌なことを
言われた｣｢思っていたサービスと

違う｣｢詳しく説明してくれない｣
などの不満や要望を、利用してい
る事業所に話しにくいときや話し
合いをしても解決しないときはご
相談ください。
問▶秋田県運営適正化委員会(秋田
県福祉サービス相談支援センター)
☎(864)2726･FAX(864)2840
Eメール ssc@akitakenshakyo.or.jp
◆ローソン秋田駅西店(千秋久保
田町)内の相談窓口で管理栄養士
が相談に応じています 日時▶毎
週水･金曜、9:00〜13:00
問 ▶か み の 里 け あ ほ っ と ス テ ー
ション☎090-8254-2707
＊同店は、秋田市エイジフレンド
リーパートナー登録店舗です。
◆自動車の登録手続きはお早めに
年度末、運輸支局の自動車検査･
登録の窓口は大変混み合います。
検査･登録手続きは３月中旬まで
にお済ませください。
問▶東北運輸局秋田運輸支局ヘル
プデスク☎050-5540-2012
◆令和４年度防衛省採用試験
募集種目は、予備自衛官補(一般･
技能)、一般曹候補生、自衛隊幹
部候補生(一般･歯科･薬剤科)、医
科･歯科幹部。試験は４月以降順
次実施します。受験資格･試験科
目など、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
☎(834)5000

＊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

オーパスへGo!

２月20日(日)、３月６日(日)･20日
(日)は｢スキーこどもの日｣。小学
生以下のお子さんは、リフト１日
券1,045円が520円に！ その他
の料金、リフト運行状況など、詳
しくは、ホームページでご確認く
ださい。
http://www.theboon.net/
問▶オーパス☎(827)2221

地蔵田遺跡パネル展
史跡地蔵田遺跡(弥
生っこ村)の概要を
紹介します。
日時▶２月25日(金)から３月11日
(金)までの9:00〜15:00(日曜は
10:00〜16:00。土曜は閉店日)
会場▶秋田銀行御所野ニュータウ
ン支店展示コーナー
問▶文化振興課☎(888)5607

徳館２階読書学習室
②きららとしょかん明徳館河辺分館
日時▶３月５日(土)10:00〜12:00
会場▶河辺総合福祉交流センター

在宅医療と介護に関する講演会
｢人生会議(ACP)をはじめよう〜
最期まで自分らしく暮らすために
〜｣をテーマにした講演会。
日時▶３月10日(木)14:00〜16:00
会場▶ANAクラウンプラザホテル
秋田(旧秋田ビューホテル)
演題と講師▶第１部＝｢みんなで考
える“生老病死”｣…宝昌寺住職
新川泰道さん 第２部＝｢人生会議
のすすめかた｣…秋田大学大学院
医学系研究科教授 安藤秀明さん
先着▶100人
申込▶秋田市在宅医療･介護連携セ
ンター
☎(827)3636･FAX(827)3614

西部地域運動広場の団体利用申請
秋田西中学校グラウンドに隣接す
る西部地域運動広場の令和４年度
前期分(４〜７月)の団体利用申請
を受け付けます。
申込▶西部市民SC１階の西部地域
住民自治協議会窓口にある申請用
紙で、３月３日(木)までにお申し
込みください
問▶西部地域住民自治協議会
☎(828)4217

国際活動助成金のご利用を

雑誌リサイクル

国際交流や国際協力･国際理解な
どの多文化共生を推進する団体に
対し、事業費の一部を助成します
(上限８万円)。募集期間は３月、
７月の２期。詳しくはお問い合わ
せください。問▶秋田県国際交流
協会☎(893)5499

保存期限が過ぎた各図
書館の雑誌を差し上げ
ます。雑誌を入れる袋をお持ちく
ださい。当日先着順に、①は１人
６冊まで、②は１人５冊まで。
問▶きららとしょかん明徳館
☎(832)9220
①きららとしょかん明徳館
日時▶３月12日(土)9:00〜14:00
(9:00〜9:30に整理券を配布し
ます) 会場▶きららとしょかん明

食生活健康相談
日時▶３月11日(金)9:30〜16:30
(１人50分程度) 会場▶市保健所
(八 橋 ) 先 着 ▶５ 人 (相 談内容に

感染症対策のため、当面の間、電話での相談となります

市民相談センター(市役所１階)の各種無料相談
市民相談センター(市役所１階)の各種
無料相談
３/３(木)･10(木)･17(木)･24(木)、
9:00〜12:00

要予約
予約不要

法律▶金銭･契約･離婚･損害賠償など

相談日時

行政書士▶許認可申請･行政手続き全般

相談日時 ３/４(金)13:00〜16:00

司法書士▶登記･相続･成年後見制度など

相談日時 ３/８(火)･22(火)、
13:00〜16:00

年金･社保▶年金･労働相談など

相談日時 ３/11(金)13:00〜16:00

公証人▶公正証書(遺言など)

相談日時 ３/15(火)9:00〜12:00

行政▶行政全般への苦情、要望

相談日時 ３/９(水)13:00〜16:00

人権･困りごと▶いじめ･虐待など

相談日時 ３/10(木)13:00〜16:00
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２／22(火)8:30から市民
相談センターへ電話でご
予約ください。定員各６
人。☎(888)5646
＊｢要予約｣の相談利用は、同
一年度内に１人各１回まで
です。

市民相談センターへ電話(15:30で
受付終了)。先着各６人

アート ラ イ ン

artlineワークショップ
県立美術館と｢artlineプロジェク
ト｣のコラボレーション企画。静
物のデッサンを行ったあと、水彩
で色を塗ります。日時▶３月12日
(土)･13日(日)、10:30〜12:00
会場▶県立美術館 先着▶10人
申込▶２月21日(月)10:00から県
立美術館☎(853)8686

ザ･ブーンの健康増進教室
会場はクアドームザ･ブーン。
いずれも10:50〜12:15にス
トレッチ&水中歩行、12:30〜
13:30に水泳を行います。
◆１日コース ３月１日(火)から
18日(金)までの毎週火･金曜。参
加費(入館料別)各600円。
◆秋田駅東口から9:45発のバス
送迎付きコース(要申込)
３月４日(金)･11日(金)･18日(金)。
参加費(入館料込)各1,120円。
申込▶２月25日(金)9:00からザ･
ブーン☎(827)2301

サンライフで学ぼう！
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、２
月19日(土)10:00からサンライフ
秋田へ。☎(863)1391
①アクアリラックス
水中での軽運動。日時▶３月の毎
週金曜、9:15〜10:30
受講料▶3,140円 定員▶25人
②背骨コンディショニング 背骨
のゆがみを整える運動。日時▶３
月の毎週日曜、10:00〜11:30
受講料など▶5,350円 定員▶20人
③パッチワークで
春のショルダーバッグ作り
日時▶３月10日(木)9:30〜12:00
受講料など▶3,000円 定員▶15人

テルサの料理教室(３月開催)
時間は10:00〜13:00。会場は
秋田テルサ。申し込みは、２月

21日(月)10:00から秋田テルサ
へ。☎(826)1800
(実施日、受講料、定員の順で記載)
①苺のちぎりジャムパン
10日(木)、2,000円、12人
②丸ごとカリフラワーのグリル、
甘エビのハーブ揚げほか
11日(金)、2,000円、16人
③男子厨房に入る･カレイの煮付け
12日(土)、1,500円、16人
④フルーツ生春巻き·海老生春巻き
16日(水)、2,000円、16人
⑤アーモンドとチョコチップの
オートミールクッキー
18日(金)、2,000円、10人
⑥男子厨房に入る･豚バラ大根
25日(金)、1,500円、16人

お魚屋さんのさばき方教室
イナダのさばき方。さばいた切り
身は持ち帰り。対象▶18歳以上の
かた(お子さん連れは不可)
日時▶３月18日(金)10:00〜12:00
会場▶卸売市場(外旭川) 材料費
など▶1,500円 定員(抽選)▶６人
申込▶はがきに、講座名、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、
２月25日(金)(必着)まで、〒0100802 外旭川字待合28 あきた市
場マネジメント☎(869)5294

みんなの掲示板①
◆地域生活支援研修会
｢障がい者とその家族の支援につ
て｣をテーマに、相談機関や支援
連携の事例などを紹介します。オ
ンラインでの参加も可能です。詳
しくはお問い合わせください。
日時▶３月２日(水)14:00〜16:00
会場▶にぎわい交流館３階多目的
ホール 定員▶100人
申込▶２月25日(金)まで指定相談
支援事業所クローバー
☎(846)5328･FAX(846)5358
◆エンディングノートの書き方講座
終活について考えてみませんか。
対 象 ▶5 0 歳 以 上 の か た ( 親 子 で

の 参 加 も 可 ) 日 時 ▶２ 月 2 8 日
(月)13:30〜 会場▶東地区コミュ
ニティセンター 先着▶10人
申込▶２月21日(月)10:00から広
面地域包括支援センター桜の園
☎(853)7240
◆手話とコミュニケーション
聴覚障がいについての話と手話に
よるコミュニケーションを体験し
ませんか。
日時▶３月17日(木)14:00〜15:00
会場▶クロッセ秋田(中通)２階市
民交流スペース 先着▶10人
申込▶一般社団法人 手話秋田普及
センター☎･FAX(827)4009
◆あきたサスティナビリティス
クール生募集 再生可能エネル
ギー源の利用技術などをオンライ
ン講義で学びます。修了者には、
秋田大学大学院理工学研究科長名
の履修証明書を交付します。
対象▶大学を卒業したかた、また
は大学を卒業したかたと同等以上
の学力があると認めたかたで22
歳に達したかた 受講期間▶５月
から８か月 受講料▶50,000円
(フィールドワーク研修には別途
負担あり) 定員▶10人
申込▶ホームページから必要書類
をダウンロードして、３月24日
(木)までにお申し込みください。
https://www.sustainability.
riko.akita-u.ac.jp/
問▶事務局(秋田大学大学院理工学
研究科事務部)☎(889)2451
◆公共職業訓練
テキスト代などは各自負担です。
対象▶ハローワークに求職申込を
していて、新たな技術･技能を身に
つけて再就職を希望するかた
期間▶５月10日(火)から６か月 会
場▶ポリテクセンター秋田(潟上市)
定員▶金属加工技術科＝15人、住
宅リフォームデザイン科＝15人
申込▶２月25日(金)から３月28日
(月)までポリテクセンター秋田
☎(873)3178

＊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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中止になりました

あま〜い
いちご食べてみて
！

傷付けないよう
摘み取りは
ひとつひとつ
丁寧に

園芸振興センターの新規就農研修生

カメラトピックス

問い合わせ▶園芸振興センター☎(838)0278

まだまだ寒い日が続きますが、
外は冬でもポッカポカの温室で栽
培されている園芸振興センターの
いちごたち。真っ赤に完熟した一
粒一粒が大きくて、とっても美味
しそうでした♪

パック詰めされたいちごは、月･水･
金曜に｢JA直売所いぶきの里(上北手)｣
または｢あぐりんなかいち(エリアなか
いち内)｣に出荷されます！
＊生育状況により出荷しない日もあります。

広報あきた

編集発行■秋田市役所広報広聴課

園芸振興センターのいちごは、農産
物の安全性だけでなく環境保全、労働
安全などの取り組みについて、第三者
機関が適正であることを審査･証明す
る〝GAP認証〟を受けています！

〒010-8560 秋田市山王一丁目１番１号

注目!

！

GAP認証取得

☎018(888)5471

■この冊子は単価１部26.235円です

