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「ねぶたの家ワ・ラッセ」では、お正

月イベントを開催！　期間中、毎日体

験できるワ・ラッセ工房のほか、初日

の２日９：00からは、先着200人に

ワ・ラッセまんじゅう振る舞いも！

期間 １月２日（火）

　　 　▶８日（月）
　　　※12月31日（日）、

　　　　１月１日（月）は休館

期間 １月６日（土）▶８日（月）
　　　９：00～16：30

◆ねぶたホール（有料ゾーン）

ねぶた囃子実演・ハネト体験、紙貼り・ミニ書割体験、

よみがえる竹のねぶた…千葉作龍ねぶた名人制作実演

（10：00～11：00、13：30～15：00　※14日（日）まで開催）

◆２階イベントホール

下山昭義三味線ライブ（２日13：45～14：45）、

やさしいねぶた学…「展示ねぶた・赤沼伝説」　講師　北村隆

（７日13：45～14：45）

※イベントによって開催時間が異なります。詳細はワ･ラッセへ

鉄道模型ショー、ミニＳＬ体験乗車会、船内スタンプラリー（高校生以下

対象）、青函ワールドクイズ（大人対象）、フリーマーケット（６・７日のみ）

★船内探検ツアー（福袋付）11：00～（約70分）

　内元機関長の案内で非公開部分を見学。気動車・郵便貨物車内の見学も。

　料申1,000円／前日までに、八甲田丸（☎017－735－8150）へ

高校生以下は有料展示コーナー無料！ 大人も特別料金400円！　今年は「青

森名物駅弁」の販売もあります（11：00～14：00／売切れ次第終了）。
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「ねぶたの家ワ・ラッセ」でお正月もねぶたを満喫！

冬休み特別企画「八甲田丸ファン感謝デー！」

問ねぶたの家ワ・ラッセ（☎017－752－1311、HPhttp://www.nebuta.jp/warasse/）

問青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸（☎017－735－8150、HPhttp://aomori-hakkoudamaru.com/）

こまっくー イラストコンテスト 韓国・アイルランドの文化を学ぼう

問縄文の学び舎・小牧野館

　（☎017－757－8665、HPhttp://komakinosite.jp）

問交流推進課（☎017－734－5235）

小学生を対象にイラストを募集！はがきサイズの紙に自

由に描いて送ってください。２月24日（土）から全応募作

品展示！最優秀作品には図書カード3,000円分贈呈！

応募条件…小牧野遺跡ＰＲキャラク

ター「こまっくー」を登場させること

応募方法…１月31日（水）消印有効

で、氏名（ふりがな）・学校名・学年・

住所・電話番号を記入し、〒030－

0152　野沢字沢部108－３　縄文の

学び舎・小牧野館へ
※１人１点まで。作品展示の際は、氏

名・学校名・学年を公表します。

◆韓国文化理解講座
時所１月27日（土）10：00～12：00／中央市民センター

内人祝日などに出される伝統餅「トク」について紹介。

　講師…イ・ウンフン（市国際交流員）／25人（申込順）

申１月24日（水）までに電話で交流推進課へ

◆アイルランド料理教室 
時所２月４日（日）10：30～13：30／中央市民センター

内人アイルランドのコテージパイとデザートを作る。

　講師…イファ・カドーガン（市国際交流員）／20人（抽選）

申１月24日（水）必着で、往復はがき（１枚２人まで）

に、住所・氏名・電話番号を〒030－0801　新町一丁

目３－７　青森市役所交流推進課へ

※いずれも初めて受講されるかた優先

ぼくのイラスト

を描いてね！

待ってるよ！

Information Plaza 情報ひろば
ねぶたホール

入場のかたに

ねぶたしおり

プレゼント！
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時日時　所場所　内内容　対対象　人人員　料料金　備備考15 2018 年 1 月 1 日　広報あおもり

平成29年度 カダールフェスタ（市民活動企画展）

開催日時 タイトル 団体

１/20
（土）

13：00～15：40 カダールフェスタオープニング　※上記参照 カダール、すすめる会
９：30～12：00 あなたと私の大事な心 県立保健大学スマイルサークル

18：00～20：00 手で話そう！人と人が手話で心が繋
つな

がる喜び 青森市ろうあ協会、青森県手話通訳問題研究
会青森班、青森市手話サークル「スクラム」

９：00～21：00 展示 ～男女共同参画の明日をひらく　※24日まで開催 すすめる会

１/21
（日）

10：00～12：15 防災講座「もし集中豪雨で川が氾濫したら…」　※16ページ参照 カダール
10：00～12：00 キッズダンスmini発表会 ダンスブライト他
10：00～12：00 身近な法律家　行政書士のくらしの無料相談 青森県行政書士会　青森支部
14：00～16：00 生涯現役～男女共同参画で健康寿命を伸ばす ネットワークＡ・Ｌ
13：30～15：30 手芸教室「バスカード入れづくり」　※材料費500円 青森市母子寡婦福祉会
14：00～15：15 ハワイアン　フラショー 青森フラオハナ

１/22
（月）

10：00～15：00 誰にもやさしくできる朗読詩吟の体験学習 朗読吟詠交流　山彦会
10：00～15：00 マクラメ作品展示と体験　※23日まで開催 楓サークル
13：30～15：00 みんなで歌おうコンサート 歌声講座「マロニエの会」
13：30～15：30 トーク＋告白「女４人。それぞれの人生」 企画集団プティジュール

１/23
（火）

９：30～11：30 最近のインターネット関連トラブルの事例と対処法 青森県消費生活センター
①10：00②13：30③18：00 カダール映画の日「マダム・イン・ニューヨーク」無料上映会　※３回上映 カダール
10：00～11：30 食をするのと同様に気軽にストレッチ♪ ドリーミー
13：00～15：00 パソコン、スマホのスキルアップで安全に楽しく！！ パソコン愛好会青森
13：30～15：30 憲法カフェ「お茶飲みしながら憲法談義」 治安維持法犠牲者国賠同盟青森県女性部

１/24
（水）

13：00～16：00 カダールdeシネマ「グランドフィナーレ」無料上映会＆シネマカフェ カダール、すすめる会〈シネマ部会〉
10：00～15：00 プチ起業塾わいわいサロン　※25日まで開催 カダール
13：30～15：30 身近な法律家　行政書士のくらしの無料相談 青森県行政書士会　青森支部

１/25
（木）

10：00～11：15 くらし学び塾「人生100年時代考」 木蓮の会
13：30～16：00 日々　いきいきと　過ごすために！ 青森県生涯学習インストラクターの会
14：00～15：30 「スポーツ吹矢」で活き、息、健康づくり 男の生き方塾10期生「ジョッキーズ」

１/26
（金）

10：00～11：30 人間の体の骨を感じてみませんか？ プチマドンナ
12：20～14：30 女性のからだ学校 女性と漢方 ～自分の体調とうまく付き合うために～ すすめる会〈心とからだの健康を考える部会〉
13：30～16：00 札幌パートナーシップ制度に学ぶ ～あおもりに生きる私たち　ひとりひとりにできること～　※16ページ参照 カダール
14：00～15：30 はじめてのウオーキング ～歩いて元気！ウオーキング～ 青森ウオーキングクラブ
10：00～21：00 いけばな展「いける楽しさ」「飾るしあわせ」※27日16：00まで開催 いけばなサークル　豊扇会

１/27
（土）

10：00～12：00 脱原発！自然エネルギーへの転換 Ｉ女性会議青森支部

10：00～15：00 多様な性を知ろう！　クイズ＆ミニ交流会 スクランブルエッグ、青森インターナショナ
ルLGBTフィルムフェスティバル実行委員会

10：00～12：00 究極の終活 “入棺体験”　元気なうちの心準備 市民図書館

11：00～11：50 ユニバーサルファッションショー あおもりファッション協会、福士房子と
なかまたち、青森市老人クラブ連合会

11：00～15：00 ハンドマッサージ＆アロマルームスプレー作り ※28日まで開催、材料費500円 フローラ愛花
13：20～15：40 新春吟詠「春にうたう」 青森市吟剣詩舞道連盟
13：30～15：30 「いけばな体験」してみませんか　※材料費1,000円 いけばなサークル　豊扇会
14：00～15：30 市民講座「犯罪の被害にあうということ」 公益社団法人あおもり被害者支援センター
18：30～20：30 青森をテーマにした朗読会　VOL.５ すすめる会〈企画・クリエイティブ部会〉他

１/28
（日）

10：00～12：00 「日本女性会議2017とまこまい」参加報告会 すすめる会〈研修・交流部会〉

10：00～16：00 きこえのことで悩んでいませんか？相談会 青森県難聴者・中途失聴者協会青森支部、
青森県要約筆記問題研究会青森支部

10：00～16：00 つながるかんがえる対話交流会 ＫＨＪ青森県支部青森さくらの会
11：00～11：30 オーケストラ、小編成の楽しみ 青森ジュニアオーケストラ
14：00～15：15 ダンス！ DANCE！ だんず～ グループ33
14：00～16：00 モダンダンスを踊ってみまショウ～！ モダンダンス・ウエーブ

◎展示のみ参加…沖館川をきれいにする会、NPO法人子育て応援隊ココネットあおもり、あおもり子ども劇場
※すすめる会＝NPO法人あおもり男女共同参画をすすめる会

１/20（土）～28（日）男女共同参画プラザ「カダール」（アウガ５・６階）

男女共同参画の視点で活動している市民団体が、日頃の活動を発表し

ます。ぜひご覧ください！　※一部事前申込みが必要です。詳細はプロ

グラムをご覧いただくか、お問合せください。

問男女共同参画プラザ「カダール」（☎017－776－8800）

★カダールフェスタ オープニングイベント…映像でみる青森市と
カダールのあゆみ～カダールアーカイブス～、参加団体ＰＲ、第３回
あおもり男女共同参画川柳かるた世界大会
申住所・氏名・年齢・電話番号を、カダール（☎017－776－8800、

Ｆ017－776－8828、 kadar-kouza@kadar-acor.jp）へ

いろんな活動が
あります！

お気軽にお越しください

いけばなサークル 豊扇会
太田さん　伊藤代表

Ｉ女性会議青森支部
石川代表

モダンダンス・ウエーブ
武蔵代表
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