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合気道を通しての護身術教室

時11月６日～30日の月・木曜日

　（全７回）19：30～20：30

所みちぎんドリームスタジアム

申問合気道青森道場

　（沼田、☎017－788－0707）

中小企業経営セミナー

時11月９日（木）14：00～17：00

所青森商工会議所

申問日本政策金融公庫青森支店

　（☎017－723－2331）へ

創業者のための税務・労務セミナー

時11月11日（土）13：30～16：00

所ラ･プラス青い森４階ラ・メール

申問青森県信用保証協会

　（☎017－723－1356）へ

成年後見制度べんきょうかい

時11月25日（土）13：00～15：00

所福祉増進センター

料資料代あり

申 問青森市手をつなぐ育成会事務

局（☎090－9631－8248）へ

働き続けるための健康料理セミナー

時11月21日（火）10：00～13：30

所東北電力テラス（ニッセイ青森ビル）

対料40～60代のかた／500円

申問11月16日（木）までに、プラット

フォームあおもり（☎017－763－

5522）へ

エコごはん料理教室

時11月18日（土）10：00～13：00

所中央市民センター２階料理室

内鶏つくね甘酢あんかけなどを作る

対備18歳以上／エプロン、三角巾、

ふきん、筆記用具持参

申問11月14日（火）までに、清掃管理

課（☎017－761－4424）へ

羊毛フェルト・クリスマス
オーナメント入門講座

時11月29日（水）10：00～12：00

料1,500円（材料費等）

所申問11月10日（金）９：00から、

協同組合タッケン美術展示館

（市民美術展示館、☎017－773－

1770）へ

小学生サッカースクール（後期）

時11～３月※詳細は下記ホームページへ

　開校式は11月５日（日）10：00～

所盛運輸サンドーム（屋内グラウンド）

対 料クラブチームやサッカー部に

在籍していない小学生／3,000円

申問青森市サッカー協会事務局（☎
017－744－0404、HPhttp://www　

7b.biglobe.ne.jp/~afa/）へ

あおもり歴史トリビアを読む会

『安潟』伝承について―巨大湖沼

は存在したか？

時11月15日（水）①14：00～15：00

　②18：30～19：30※①②同内容

所市民図書館８階会議室２

内講師…工藤大輔（歴史資料室長）

人各回40人

申 問11月１日（水）から歴史資料室

（☎017－732－5271　※月～金曜

日９：00～17：00受付）へ

ファミリー講座 きらきら塾

時11月21日（火）10：00～12：00

所中央市民センター

内「伝える」コミュニケーション　

講師…川内規会さん（県立保健大

学准教授）

申 問１週間前までに、青森市子育

てサポートセンター（☎・Ｆ017

－774－6537、 aomorishi -

saposen@arion.ocn.ne.jp）へ

メンタルヘルス・ボランティア体験講座

時11月30日（木）10：00～15：00

内こころの病気、精神障がい者へ

の接し方、リハビリテーション等

人５人（抽選）

備青森市社会福祉協議会体験ボラ

ンティア登録が条件です

所申問11月10日（金）までに、芙蓉会

病院（粕谷・

　橋本、☎017－

　738－2214）へ

自衛官等募集
問  自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所（☎017−783−2995）

陸上自衛隊高等工科学校生徒
（①推薦　②一般）

高等学校の卒業資格取得可

自衛官候補生
２・３年の任期制隊員を養成

応募資格
（※）

中卒（見込み含む）の
17歳未満の男子 18歳以上27歳未満の男女

受付期間
11月１日（水）～
①12月１日（金）まで
②平成30年１月９日（火）まで

11月17日（金）まで

試 験 日
（平成30年）

①１月６日（土）～８日（月）
②１月20日（土） 12月３日（日）

試験会場 ①高等工科学校
②青森駐屯地 青森駐屯地

※年齢は平成30年４月１日現在の年齢

青森競輪日程（11月前半）
問  青森競輪場（☎017−787−2020）

防府記念（ＧⅢ）場外 ２日（木）～５日（日）

青森（ＦⅡ）ガールズ ５日（日）～７日（火）
※先着で競輪カレンダーをプレゼント！

名古屋（ＦⅠ）場外 ６日（月）～８日（水）

別府（ＦⅠ）場外 ８日（水）～10日（金）

いわき平ナイター（ＦⅠ）場外 ９日（木）～11日（土）

大垣記念（ＧⅢ）場外 11日（土）～14日（火）

松山ナイター（ＦⅠ）場外 12日（日）～14日（火）

競輪は適度に楽しみましょう。車券の購入は20歳になってから。

▶青森競輪場イメージキャラクター　葵 萌輪

身近な食材を
まるごと使った

おいしく
環境にもやさしい
料理に挑戦！

清掃管理課　工藤ゆう
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マッサージ治療サービスday

先着100人に、マッサージ無料体験！

時11月５日（日）12：00～16：00

所サンロード青森２階催事ホール

問青森市鍼
しんきゅう

灸マッサージ師会（スバ

ル鍼灸接骨院、☎017－761－6637）

100人のおやさいクレヨン画展

時11月10日（金）～12日（日）

　10：00～17：00

所県立美術館コミュニティギャラリー

内クレヨン画展、チームラボによ

る参加型デジタルアート体験など

問mizuiro（☎017－718－3798）

グローバルパーティー

ゲームやダンス、タイ家庭料理食事

会で在日外国人、留学生と交流！

時11月18日（土）12：30～16：30

所荒川市民センター

問青森県ユネスコ協会

　（内山、☎017－722－4472）

アートスクール2017 ミニコンサート
時11月26日（日）13：00～14：00

所青森公立大学交流ホール

内県内高校生の合唱と東京藝術大

学出身講師による歌唱・演奏

申11月10日（金）までに県庁ホーム

ページ「Ｈ29アートスクール」へ

問県県民生活文化課

　（☎017－734－9208）

ふれあい農園加工体験講座

時11月19日（日）10：00～12：00

内新そば打ち

人料４組（１組３人まで）／1,500円

所申問11月12日（日）８：30からふれ

あい農園（☎017－761－3082）へ

トマトヘルシーランチづくり

時11月11日（土）10：00～12：00

所マグワートトマト（ブラックボッ

クス１階Ａ／古川一丁目）

料備1,500円／エプロン、三角巾持参

申 問前日の12：00までに、東青地

域G・B・T推進協議会（小田桐、

☎090－3900－1969）へ

サンタが家にやってくる

お預かりしたプレゼントを、サンタ

クロースがお届け！

時所内12月24日（日）①プレゼント

預かり 14：00～18：00（受付：

中央市民センター）、②各家庭へ

配達 19：00～21：00

申問11月30日（木）までに、青森

ZEROライオンズクラブホームペー

ジ（HPhttp://zero-lc.com/、鹿

内 ☎090－5236－7798）へ

写真と顕微鏡で学ぶワークショップ

「コケ達の小さな世界」

時11月４日（土）13：00～15：00

所問森林博物館（☎017－766－7800）

内講師…澤田満さん（津軽植物の会）

辻井伸行 音楽と絵画コンサート

時12月17日（日）15：00開演

所リンクステーションホール青森

料Ｓ席8,000円、Ａ席7,000円ほか

問青森市文化スポーツ振興公社

　（☎017－773－7304）

「食育の日」学校給食体験会

時11月20日（月）９：00～11：40

所小学校給食センター（三内字丸山）

内施設見学、食育講話、給食試食

★予定献立…厚揚げと大根のみそ汁、

つくねハンバーグ、五目きんぴら等

※食物アレルギーのあるかたは事前

にお問合せください。

人料60人／260円（試食材料費）

※11月15日（水）以降のキャンセル

（当日の体調不良等も含む）は食材発注

済みのため料金をいただきます。

申問11月１日（水）～14日（火）に申

込書（市ホームページ掲載）または

任意の様式に住所・氏名・年齢・連

絡先を記入し、グリーンハウス

（ shogaku-kyushoku@city.

aomori.aomori.jp、Ｆ017－766

－7203、☎017－782－3765）へ

味自慢・うで自慢講座

時11月16日（木）10：00～13：00

所アピオあおもり調理実習室

内地域食材料理の調理実習と試食

料備1,000円／エプロン、三角巾持参

申問11月９日（木）までに、実行委員

会（佐藤、☎017－755－6045）へ

申記載のものは申込順（一部除く）　ほかは当日直接会場へ
料記載のないものは無料

イベント

講 座

募 集

縄文アロマ
カルチャーデイ

時11月３日（金）10：00～15：00

所縄文の学び舎・小牧野館

内縄文アロマ体験、こまきのクロモジ

蒸留展示、飲食ブース（種八農園＆

ぱん屋麦八、肉バル529）など

★ＳＮＳ投稿キャンペーン…館内のどこかにいる小
牧野遺跡ＰＲキャラクター「こまっくー」を撮影し
て投稿すると景品がもらえるよ！

問縄文の学び舎・小牧野館（☎017－757－8665）

ぼくを

さがしてね！
小学生職業体験講座開催事業 ～ワラッシ！出張版～

お仕事体験をして、もらったお給料で遊べるよ！

時12月10日（日）①10：00 ②11：15　所荒川市民センター

内【体験できるおしごと】設計士・パティシエ・農家・

メイクアップアーティストなど全10職種から選択
※詳細は小学校に配布したちらし、

　市ホームページをご覧ください。

対人小学４～６年生200人（抽選）

　※浪岡地区は２月開催予定

申問11月10日（金）までに社会教育課

（☎017－761－4784）へ

荒川市民センター　神・工藤

あこがれのおしごとを体験♪
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