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元気町フェスタinあぶらかわ

時９月23日（日）15：00～18：00

所油川市民センター

内かかしロード280入賞作品表彰

式、中学生の合唱、バンド演奏、

大抽選会、飲食コーナーなど

問元気町あぶらかわ商店会

　（葛西、☎017－788－9516）

平和と防災を考え、受け継ぐ集い

時10月３日（水）14：00～15：30

所筒井中学校体育館

内岩手県釜石市へ派遣した中学生に

よる体験報告など

備駐車場に限りがあるためできるだ

け公共交通機関をご利用ください

問総務課（☎017－734－5042）

しんまち一店逸品お店回りツアー

時９月28日（金）11：00～14：00

※13：00から逸品のランチタイム

所料新町商店街振興組合（成田園ビ

ル１階）集合／1,500円

申問９月18日（火）～21日（金）９：30

～16：30に、新町商店街振興組合

（☎017ー775ー4134）へ

カダール映画の日2018
「デザート・フラワー」無料上映会

時10月９日（火）※３回上映

　①10：00　②13：30　③18：00

所男女共同参画プラザ「カダール」

　ＡＶ多機能ホール

内ソマリア出身のスーパーモデル、

ワリス・ディリーの波乱に満ちた

半生（上映時間127分／PG12指定）

問カダール（☎017－776－8800）

お笑いスーパーライブin青森

時11月24日（土）

　①11：00開演　②14：00開演

所リンクステーションホール青森

内出演…サンドウィッチマン、三

四郎、ラバーガールなど

料全席指定4,000円

※９月15日（土）から会場、各プレイ

ガイド等で発売

問青森市文化スポーツ振興公社

　（☎017－773－7304）

2018 私立幼稚園のつどい

時９月20日（木）11：00～14：00

所「カダール」ＡＶ多機能ホール

　（アウガ５階）

内幼稚園入園情報、パネルシアター、

絵本・あそびのコーナー、手作り

コーナー、育児相談コーナーなど

問青森市私立幼稚園協会

　（聖マリア幼稚園内、

　☎017－734－7728）

青森公立大学オープンキャンパス

時10月６日（土）10：30～13：30

所問青森公立大学（☎017－764－

1555、HPhttps://www.nebuta.

ac.jp/）

内学科紹介、模擬講義（受講者入学

検定料減免）、入試・学修相談など

★10月６日（土）・７日（日）は大学祭

も開催！

浅虫温泉森林公園
「秋の草と木の観察会」

時９月23日（日）９：00～13：00

※「道の駅」ゆ～さ浅虫４階会議室集合

料備500円／おにぎり、飲み物等持

参（豚汁サービスあり）

申問浅虫温泉森林公園管理棟（☎
017－752－2628）へ

紅葉の八甲田と
雪中行軍遭難史実の探索

解説を聞きながら巡るバスツアー。

時10月６日（土）８：30～16：30

※８：30本庁舎西側または９：00幸

畑墓苑集合

内〔コース〕馬立場～田代高原～睡蓮

沼～城ケ倉大橋～幸畑墓苑

人料18人／260円（青森市八甲田山

雪中行軍遭難資料館観覧料）

※中学生以下・70歳以上無料

申問10月１日（月）16：00までに、

青森市八甲田山雪中行軍遭難資料

館（☎017－728－7063）へ

青森競輪場からのお知らせ

大人気キャラクターショー、ご当地アイドルや三味線のミニライブなど、家族で楽

しめるイベントがたくさん！　縁日や新しいふわふわ遊具も登場するよ♪

★キャラクターショー（観覧無料／午前・午後２ステージ）

　29日（土）ＨＵＧっと！プリキュアショー

　30日（日）仮面ライダージオウショー

★ミニライブ（観覧無料）

　29日（土）ライスボールライブ

　30日（日）アルプスおとめライブ

　　　　　 山上進・柳谷昂太郎津軽三味線ライブ

問青森競輪場（☎017−787−2020）

青森競輪場イメージキャラクター
葵 萌輪

みちのく記念競輪　９月27日（木）～30日（日）開催！

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（ＦⅠ）
18日（火）～20日（木）

弥彦（ＦⅠ）場外
19日（水）～21日（金）

松山ナイター（ＦⅠ）場外
21日（金）～23日（日）

京都向日町記念（ＧⅢ）場外
22日（土）～25日（火）

みちのく記念競輪（ＧⅢ）
27日（木）～30日（日）

青森競輪日程（９月後半）

先着
プレゼントあり！

先着
プレゼントあり！

募 集

元気町
あぶらかわ商店会
永井さん

地域の魅力を
味わいに

遊びに来て
ください！

Ⓒ2018 石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映
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市民図書館　休館のお知らせ

蔵書点検のため、10月１日（月）から

14日（日）まで休館します。

休館中の返却は

●図書・雑誌…ブックポスト（アウガ

１階新町通り駅側、本庁舎第二庁舎

玄関、あぴねす）、各市民センター、浪

岡中央公民館図書室、移動図書館へ

●ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤ…各市民セ

ンター、浪岡中央公民館図書室、移動

図書館へ。または10月15日（月）以降

に市民図書館へ

問市民図書館（☎017－776－2455）

男女共同参画プラザ「カダール」
からのお知らせ

●団体登録してみませんか

事前に団体登録（要件あり）をすると

無料で利用できる施設もあります。

ぜひご利用ください。

詳細は下記ホームページをご覧にな

るかお問合せください。

＜無料施設＞（アウガ５・６階）

申問カダール（☎017－776－8800、

HP http://www.kadar-acor.

jp/）へ

職業訓練見学・説明会

時10月２日（火）・16日（火）

　10：00～12：00※同内容

内CADオペレーション科

所申問ポリテクセンター青森

　（☎017－777－1234）

職業訓練制度説明会

時９月25日（火）13：30～16：00

所ポリテクセンター青森

内求職者が無料で受けられる職業

訓練制度の説明会

問ハローワーク青森（☎017－776－

1561　音声案内42＃）

消防ふれあい広場

時10月６日（土）11：30～14：00

※雨天中止

所サンロード青森東第１駐車場

内はしご車搭乗体験（11：30から

整理券配布）、地震体験、水消火

器放水体験、防災クイズなど

問消防本部予防課

　（☎017－775－0853）

あおもりマルシェ

時９月16日（日）・17日（月）

　９：00～14：00

所わくわく広場（スポーツ公園内）

内産直市、クイズラリー、引馬体

験、十三湖しじみすくいどりなど

問実行委員会（☎017－738－3428）

動物ふれあいフェスティバル2018
「始めてみよう！！キャットライフ」

時９月23日（日）・24日（月）

　10：00～16：00

所問青森県動物愛護センター

　（☎017－726－6100）

内特設ふれあいねこルーム、動物

のお医者さんなりきり体験、犬の

しつけ方教室など

第28回青森県民文化祭
オープニングフェスティバル

今年度、東青下北地区で開催される

県民文化祭のオープニングフェス

ティバル。ぜひご覧ください。

時９月23日（日）12：30開場

所リンクステーションホール青森

　（文化会館）

内ウェルカムコンサート、式典、

市民によるパフォーマンス公演

「青い森　四季のファンタジー」

備文化祭の詳細は県ホームページを

ご覧ください。

問青森県民文化祭オープニングフェ

スティバル幹事会（青森市文化団

体協議会内、☎017－735－8385）

お知らせ

イベント

申込み必要事項…住所・氏名・年齢・電話番号
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　※屋外イベントは天候により中止の場合があります

田代高原　きのこ祭り

自然あふれる広大な田代高原で、きのこ汁を食べ、き

のこ鑑定会に参加しませんか？

時９月30日（日）10：30～14：00

所田代高原、銅像茶屋

内きのこ汁とおにぎり２個付きセット

販売（600円）、青森県きのこ会の鑑

定員によるきのこ無料鑑定会

問東八甲田観光開発協議会事務局

　（田代高原茶屋、☎017−738−9485）

あおもりアビリンピック2018

障がいのあるかたが日頃培った職業技能を競う大会で

す。観戦自由ですので、ぜひお越しください。

時①９月29日（土）９：30～14：30

　②９月30日（日）９：30～15：30

所（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構青森支部、

　ホテル青森（喫茶サービス競技のみ）

内①ビルクリーニング、喫茶サービス、パソコンデー

タ入力（知的）、オフィスアシスタント

　②ワード・プロセッサA、同B（知的）、表計算、DTP

問  実行委員会事務局（☎017－721－2125）

企画ワーク室…収容人数12人

小会議室…収容人数24人

和室…収容人数12人

多目的室…収容人数 椅子席24人

ワークステーション
※印刷機、製本機等の設置あり

家族みんなで
いろんな体験を

しよう！
ぼくも遊びに
いくよ♪

青森消防マスコット
キャラクター
あおしょうくん
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