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アコール階段ギャラリー

楽絵の会・なごみの会 絵手紙展

時１月５日（金）～31日（水）

　９：00～21：00 ※14（日）休館

所問働く女性の家「アコール」

　（☎017－723－1700）

ミニミニコンサート・楽器体験会

時１月７日（日）

　13：30～14：30（受付13：00～）

所中央市民センター３階集会室

対６歳～高校生

問青森ジュニアオーケストラ事務局

（西田、☎090－6855－1450）

COOL CHOICE Presents
WARMBIZイベント

青森ワッツとウォームシェア！

ワッツと一緒にバスケで身体を動か

して、寒い冬もぽっかぽか！

時１月13日（土）９：00～11：00

所対三内小学校／小学４～６年生

申問１月11日（木）までに、CO2排

出削減促進事業事務局（協同内、

☎017－777ー4191）

海上自衛隊大湊音楽隊
第40回定期演奏会

時１月20日（土）14：00～16：00

所リンクステーションホール青森

申問１月９日（火）必着で、往復は

がき（１通５人まで）に、住所・

氏名・年齢・電話番号、同行者全

員の氏名・年齢を記入し、〒035

－8511　むつ市大湊町４－１　海

上自衛隊大湊地方総監部広報「定

期演奏会」係（☎0175－24－

1111）へ※抽選

スポーツ鬼ごっこで
ココロも体もダイエット！

時１月27日（土）10：00～12：30

所マエダアリーナ

申１月19日（金）までに、ホームペー

ジ（ HPhttp://コミュサーあおも

り.com/）の申込みフォームから

申込み

問ＮＰＯ法人コミュサーあおもり

　（☎070－5328－2442）

介護予防のための運動教室
～ Let’s ロコトレ ～

時１月15日（月）14：00～15：30

所しあわせプラザ

対65歳以上

申問１月４日（木）から、高齢者支援

課（☎017－734－5326）へ

認知症サポーター養成講座

時１月19日（金）14：00～15：30

所中央市民センター３階大会議室

申問前日までに電話で高齢者支援

課（☎017－734－5206）へ

カダールの講座

所問男女共同参画プラザ「カダール」

　（☎017－776－8800）

◆防災講座 「もし集中豪雨で川
が氾濫したら…」

今や短時間の集中豪雨でおきてしま

う洪水。万が一

のときの備えや

避難対策を学び

ます。

時１月21日（日）10：00～12：15

内講師…三橋和宜さん（県県土整

備部河川砂防課）、大坂美保さん

（県防災士会防災士）

所研修室

◆性的マイノリティへの理解
　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～

時１月26日（金）13：30～16：00

内講師…鈴木賢さん（明治大学教授）

所研修室

申問いずれも、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　

※タイトルに講座名を記入）へ

募 集

講 座

青森競輪日程（１月前半）問  青森競輪場（☎017−787−2020）

いわき平（ＦⅠ）場外 ２日（火）～４日（木）
立川記念（ＧⅢ）場外 ４日（木）～７日（日）
小松島（ＦⅠ）場外 ８日（月）～10日（水）

静岡（ＦⅠ）場外 ８日（月）～10日（水）
和歌山記念（ＧⅢ）場外 11日（木）～14日（日）
前橋ナイター（ＦⅠ）場外 14日（日）～16日（火）

中央市民センターのイベント　問☎017－734－0164　※第３日曜日、年末年始は休館

●１月のプラネタリウム　料150円（中学生以下無料）●こども映画劇場　※①②同内容

時１月28日（日）①10：00～10：45　②12：45～13：25
内「うぐいす姫」「福は内！鬼は外！」

●大人の映画会　※約90分

時１月19日（金）10：00～11：30
内「ガキ大将先生」「ダンプの母さんと６人の子供たち」

・星空の時間　皆既月食の秘密（約50分）

　時土曜日①11：00　②13：30
　　日曜日・祝日13：30（１日・21日除く）

・プラネくんと星空さんぽ　絵話「プレアデスの姉妹たち」
　　　　　　　　　　　　　　　　（幼児向け・約40分）

　時日曜日・祝日11：00（１日・21日除く）

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

一緒にバスケを

楽しみましょう！
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市民図書館からのお知らせ

問市民図書館（☎017－776－2455）

●市民図書館　開館時間変更

１月２日（火）～31日（水）は開館時間

を１時間繰り上げ、９：00～21：00

の開館となります。自主学習などに

ご利用ください。

※各市民センター・浪岡中央公民館

の図書コーナーは時間変更なし

●市民センター等の図書コーナー
　一時休止

蔵書点検のため、下表の日程で休止

します。

棟方志功記念館　年始の開館

正月三が日も開館。冬の展示「文字

との交流」をぜひご覧ください。

【開館時間】９：30～17：00

料一般500円、大学生300円、高校

生200円、小・中学生は無料

問棟方志功記念館

　（☎017－777－4567）

スキーの日記念イベント
in モヤヒルズ

所問モヤヒルズ（☎017－764－1110）

１月12日の「スキー

の日」にちなんだ記

念イベントを開催！

●スキーの日　特別抽選会

ケビン宿泊券やお菓子詰め合わせな

どが当たる！

時１月８日（月）９：00～15：00

対当日、リフト券（１回券を除く）を

購入またはシーズン券持参のかた

●小学生スキー無料講習会

時①１月８日（月）９：00～15：00

　②１月14日（日）９：00～15：00

対①小学生　②小学１年生のみ

備スキー用具持参（有料レンタル

あり）

申１月４日（木）９：00から、電話

でモヤヒルズへ

もったいない・あおもり
県民運動10周年記念大会

時１月９日（火）13：30～15：30

所県民福祉プラザ４階県民ホール

内講演「海から考える環境のおは

なし」講師…さかなクン（東京海

洋大学名誉博士・客員准教授）、

子ども向け体験コーナーなど

申問事前に、県環境政策課（☎017

－734－9243）へ

消防からのお知らせ

青森地区と浪岡地区で、心肺蘇生法

（成人）、ＡＥＤの使用法などを学ぶ

普通救命講習会を行っています。

●普通救命講習

時毎月第２水曜日９：00～12：00

所消防合同庁舎

申問１週間前までに、消防本部警防

課（☎017－775－0854）へ

●浪岡消防署普通救命講習会

時奇数月第３日曜日

　９：00～12：00

所申問１週間前までに、浪岡消防署

（☎0172－62－3119）へ

子ども若者支援相談会
～ひきこもり、不登校、ニート等の

　問題でお悩みのかた～

時１月26日（金）13：00～16：00

所アピオあおもり　大研修室２

内精神保健福祉士等によるアドバイ

ス、関係機関の紹介

対問題を抱えている本人や家族など

申問前日までに、障がい者支援課

（☎017－734－5319）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

イベントお知らせ

西部市民センター １月16日（火）

戸山・東部・沖館・
横内・荒川の各市民
センター

１月17日（水）・
　　18日（木）

大野市民センター・
北部地区農村環境
改善センター

１月19日（金）

古川市民センター １月30日（火）

浪岡中央公民館 １月31日（水）・
２月１日（木）

中央市民センター ２月１日（木）

油川市民センター ２月２日（金）

中央消防署本署
新山公平

もしもの

ときに備えて

学びましょう！

平成30年度　スポーツ施設の団体貸切使用の申込手続

●申込書（使用計画書）配布・受付期間　１月４日（木）～31日（水） 　大会など貸切使用を計画している団体は、各
施設で配布している使用計画書に必要事項を記入し、提出してください。回答は２月下旬に発送予定です。

★一般の受付は３月から各施設へ（ただし盛運輸サンドーム、スポーツ広場は２月15日までに要団体登録）

※カクヒログループスタジアム、みちぎんドリームスタジアム多目的広場の受付については決まり次第お知らせします。

施設名称 使用期間 使用計画書提出先 ★一般受付

市営野球場 ５月１日～10月31日 みちぎん
ドリームスタジアム
（☎017-765-6200）

３/１（木）９：00～（申込順）

みちぎんドリームスタジアム（スポーツ会館）
３/１（木）９：00～（申込順）

カーリング場 ９月１日～平成31年３月31日

盛運輸サンドーム（屋内グラウンド） ４月１日～８月31日（上半期）

盛運輸サンドーム
（☎017-729-3106）

３/10（土）９：00～（抽選）

スポーツ広場 ３/４（日）９：00～（申込順）
◆テニス９：00～（抽選）
◆野球13：30～（抽選）

◆野球場／◆テニスコート ５月１日～８月31日（上半期）

サッカー場／ラグビー場 ６月１日～８月31日（上半期）

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S

健
康
ナ
ビ

情
報
ひ
ろ
ば


