
■初心者向け菊づくり講習会
時６月16日（火）13：30～15：30
所柳川庁舎２階大会議室
内講師…今本芳穂さん
問公園河川課（☎017－761－4558）

■春季　初級中国語講座
時７月16日（木）までの毎週木曜日
※５月７日から開講中
　18：00～19：30
所古川市民センター
人20人
料2,000円
申問青森市日中友好協会（川村、☎・
Ｆ017－781－7165　◎FAXは上
記必要事項を記入）へ

■あおもり地球市民講座
◆貿易ゲーム
時６月20日（土）13：00～16：00
所アピオあおもり
人24人（申込順）
申問６月１日（月）～17日（水）に、あ
おもりとベンガルをつなぐ会（千
葉、☎・Ｆ017－736－3235、
ongwediva92@yahoo.co.jp　◎
FAX・メールは上記必要事項を記
入）へ

■あれ～？と感じたらどうしたらい
いの？～どこに相談し、どんなサ
ポートがあるの～

時６月23日（火）10：00～12：00
所中央市民センター
内発達に心配のある子どもに対す
る、具体的なサポートや支援シス
テムを知る／講師…市職員

人30人（申込順）
申問青森市子育てサポートセンター
（☎・Ｆ017－774－6537　※電
話は火曜日10：00～13：00、木
曜日13：00～16：00　◎FAXは
上記必要事項を記入）へ

■おはなし・読み聞かせ講習会（初級）
時７月２日（木）・９日（木）・16日（木）
　10：30～12：30　※全３回
所問市民図書館
　（☎017－776－2455）
対人市内在住で、受講が初めてのか
た20人（抽選）

申問６月２日（火）～16日（火）に市
民図書館８階カウンターへ
※詳細はお問合せください。

■少年鑑別所　所内見学会
時６月20日（土）10：00～11：30
人30人（申込順）
申問青森少年鑑別所（☎017－776
－5118）へ

■2015ジュニア・グローバル・ト
レーニング・スクール

時所８月１日（土）～３日（月）
　青森市内２泊３日
内アメリカの子どもたちと、ねぶた
祭などを通し交流

対人小学４～６年生／60人（抽選）
料18,000円（食費・プログラム費込み）
備運営・通訳等ボランティア（高校
生以上）、ねぶた衣装の提供も募集

申問６月20日（土）までに上記必要事
項と学校名・学年を記入し、ジュ
ニア・グローバル・トレーニング・
スクール（☎080－3144－6407、
kudoken@wit.ocn.ne.jp）へ

■青森県民スポーツ・レクリエーション祭
時７月４日（土）・５日（日）
申６月10日（水）までに、参加申込
書を各種目団体へ　※一部競技は
６月５日（金）締切り
※詳細はホームページ（HPhttp://www.
pref.aomori.lg.jp/bunka/sports/8th-
kenmin-sporec-fes.html）へ

問青森県スポーツ・レクリエーショ
ン連盟（県スポーツ健康課内、☎
017－734－9909）

■未
あ し た

来への道1000km縦断リレー2015
　被災地支援事業として行われる青
森～東京間のリレーのうち、車いす
の障がい者のかたや子どもでも安全
に走行できる「ふれあいランニング
コース（青い森公園～橋本小学
校）」の参加者を募集！
時７月24日（金）９：30～
申問６月14日（日）までに運営事務
局（☎03－3539－5539、HP
http://www.1000km.jp/）へ

■講座・教室
■ふれあい農園体験講座
問（☎017－761－3082）
◆玄米パン作り
時６月20日（土）９：30～12：30
人４組（１組４人まで／申込順）
料１組1,500円
申６月13日（土）からふれあい農園へ
◆藍染体験
時６月１日（月）～10月15日（木）
　10：00～
人各日６人（申込順）
料ハンカチ400円、バンダナ800円
申事前に、ふれあい農園へ

■募集
■バラ観賞＆リースづくり
時６月14日（日）10：00～12：00
所料蔓工房（浪岡大字本郷）／1,000円
申問東青地域Ｇ・Ｂ・Ｔ推進協議会
　（鎌田、☎080－1804－6444）へ

■第12回「あおもり歴史トリビア」
　を読む会
◆県都青森の誕生
　－青森は「北門ノ要港」－
時６月17日（水）
　①14：00～15：00
　②18：30～19：30　※同内容
所市民図書館８階第２会議室
内講師…工藤大輔（歴史資料室長）
人各20人（申込順）
申問開催日前日までに、歴史資料室
　（☎017－776－2435）へ

■青い森ネイチャーガイド自然観察会
◆三陸復興公園、八戸種差海岸散策
時６月28日（日）７：00本庁舎駐車
場西側または７：10合浦公園駐
車場集合（17：00終了予定）

人料45人（申込順）／5,000円
備昼食、雨具持参
申問６月１日（月）から青い森ネイ
チャーガイド協会（☎017－764
－1713）へ

■薬草ハーブ観察会
時７月１日（水）13：30～15：30
所農業指導センター
人料40人（抽選）／500円
備本庁舎発の送迎バス（定員25人）
希望の場合、申込み時に記入

申問６月10日（水）までに往復はが
き（１枚１人まで）に、上記必要事
項を記入し、〒030－1261　四
戸橋字磯部243－319　農業指導
センター（☎017－754－3596）へ

■陸奥湾の海と山をつなぐ植樹祭
時６月28日（日）10：00～12：30
※浅虫海づり公園駐車場９：00集
合、バスで移動

所社会貢献の森（平内町茂浦）
人300人（申込順）
申問６月22日（月）までに、陸奥湾
のホタテを高温から守る植樹祭実
行委員会（☎017－743－8314）へ

■浪岡城跡の帰化植物他観察会
時７月11日（土）10：00～14：00
※９：50浪岡城跡案内所駐車場集合
料500円
申問６月20日（土）までに、はがき
に上記必要事項を記入し、〒038
－0012　柳川二丁目４－37　森
林博物館（☎017－766－7800）へ

◎申込み時必要事項…住所・氏名・年齢・電話番号
（申込み記載のないものは、当日、直接会場へ）

問青森競輪場（☎017－787－2020）

◆いわき平ナイター（ＦⅡ）場外…２日（火）～４日（木）
◆松坂（ＦⅠ）場外…３日（水）～５日（金）
◆青森（ＦⅠ）サンケイスポーツ杯…５日（金）～７日（日）
　先着でサンケイスポーツ紙をプレゼント！（５・６日200人、７日400人）

◆取手記念（ＧⅢ）場外…６日（土）～９日（火）
◆宇都宮（ＦⅠ）場外…12日（金）～14日（日）
◆広島（ＦⅠ）場外…13日（土）～15日（月）

◆青森競輪日程（６月前半）

◎ご相談ください！
　生涯学習推進員
　生涯学習に関する様々なアドバ
イスや情報提供を行っています。
問中央市民センター

　（☎017－734－0164）

★６月７日（日）緑と花の日曜祭　BMXパフォーマンスショー＆キッズランバイク大会
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スポーツ教室 申込みは各開催施設へ／詳細はスポーツネット青森ホームページ（HPhttp://miz-ss.com/sportsnet-aomori/top/）

教室名 開催日 対象／人員 料金 申込み期間

「スポーツ塾・鉄棒」で、苦手克服！
（目標…逆上がり）

６/22（月）・23（火）・26（金）・29
（月）・30（火）（全５回）

17：30～18：30
小学生20人 2,700円 ６/１（月）～７（日）

※抽選

☆夏休みイベント企画☆
ファミリー卓球教室♪

７/22（水）～28（火）※土・日曜日除く
（全５回）18：30～20：30

小・中学生と
保護者20組 2,000円 ６/１（月）～30（火）

※抽選
親子卓球ふれあいマッチ！
～卓球ダブルス交流戦～ ８/16（日）９：00～17：00 小・中学生と

保護者70組
1,600円

（参加賞込み）
６/１（月）～30（火）
※抽選

教室名 開催日 対象／人員 料金 申込み期間

ソフトボールスクール
７/２（木）・７（火）・10（金）・14

（火）　※通年開催
①17：00～19：00
②19：00～21：00

①小学４～６年生
②中学生

各20人
月額3,420円

（１回のみ1,350円）
随時
※希望日前日まで
※申込順

教室名 開催日 対象／人員 料金 申込み期間
介護予防に　第二回体験会「リズム
ストレッチ＆生き活きダンス」 ６/11（木）10：00～12：00 介護認定を受けてい

ない60～70代   35人 300円 開催日前日まで
※申込順

「スポーツ塾・跳び箱」で、苦手克服！
（目標…３・４段）

７/１（水）・３（金）・６（月）・８
（水）・９（木）

（全５回）17：30～18：30
小学生20人 2,700円 ６/１（月）～30（火）

※申込順

「スポーツ塾・マット」で、苦手克服！
（目標…前転・後転）

７/13（月）・15（水）・16（木）
（全３回）17：30～18：30 小学生20人 1,620円 ６/１（月）～30（火）

※申込順

教室名 開催日 対象／人員 料金 申込み期間

種目別水泳教室（小学生）
Ａ…６/27（土）バタフライ
Ｂ…７/４（土）バタフライ
Ｃ…７/11（土）平泳ぎ
いずれも10：00～12：00

小学生
各10人

１種目
1,500円

各開催日前日まで
※申込順

★カクヒログループスタジアム（市民体育館）（☎017－743－3361）

★スポーツ広場（☎017－764－5525）

★みちぎんドリームスタジアム（スポーツ会館）（☎017－765－6200）

★市民室内プール（☎017－743－3440）

■イベント
■アコール階段ギャラリー
◆プリザーブドフラワーと
　夏のグリーンアレンジ
時６月１日（月）～29日（月）
　９：00～21：00※14日（日）休館
所問アコール（働く女性の家）
　（☎017－723－1700）

■合子沢記念公園　紙ヒコーキ大会
時６月７日（日）10：00～15：00
所問合子沢記念公園
　（☎017－728－5875）
内木登り体験、クラフト体験、乗馬
体験、紙ヒコーキ飛ばし大会（飛
距離・滞空時間部門／賞品あり）

料紙ヒコーキ300円、乗馬500円等

■うしろがた漁港まつり
時６月14日（日）９：00～12：00
所問後潟漁協（☎017－754－3532）
内海産物直売、ほたての試食など

■県内の水辺の植物写真・標本展
時６月７日（日）～８月30日（日）
　９：00～16：30
所問森林博物館
　（☎017－766－7800）
内石戸谷芳子さんの水辺の植物（沈
水・浮葉・抽水・湿生）110種の
写真と標本を展示

料入館料…一般240円ほか
◆ギャラリートーク
時６月20日（土）13：00～14：00

■市民一掃きデー
時６月13日（土）９：00～※雨天中止
所サンセットビーチ浅虫駐車場集合
内空き缶・吸殻・紙くずなどを拾う
問清掃管理課（☎017－761－4424）

■ばら会のイベント
問青森ばら会（☎017－732－4802）
◆北国用ばら苗頒布会
時６月11日（木）９：00～19：00
　　　12日（金）９：00～12：00
所中三デパート正面玄関前横
◆春のばら展
時６月19日（金）～21日（日）
　９：30～17：00
所アスパム２階エネルギー館

■陸上自衛隊第９師団創立53周年・
　青森駐屯地創立64周年記念行事
時所内６月13日（土）…パレード（新
町通り）、装備品展示など（新中央
埠頭）、音楽演奏（青い海公園）
　14日（日）…記念式典、戦車試乗、
音楽演奏など（青森駐屯地）

問第９師団司令部広報室（☎017－
781－0161、 HP http：//www.
mod.go.jp/gsdf/neae/9d/）

■津軽の文化を語る夕べ
時６月18日（木）18：30～
所問浪岡中央公民館
　（☎0172－62－9041）
内野呂理紗子さん（津軽金山焼製造
部長）による津軽金山焼の文化に
関する講演

■国際芸術センター青森（ACAC）
問（☎017－764－5200）
◆蓮沼執太展関連イベント
○ギャラリーツアー
時６月13日（土）14：30～15：30
○蓮沼執太コンサート
時６月13日（土）15：30～
○楽譜ツアー
時６月21日（日）14：30～16：30
内お喋りしたり文章を書いたりしな
がら展覧会の楽しみ方を見つける

◆映像の日「ある歌い女の思い出」
時６月13日（土）14：30～16：30
内人チュニジアの皇太子に愛され
育った召使の娘と母の葛藤の物語
（ムフィーダ・トゥラートリ監督、
1994年制作）／40人（先着順）

■クルーズ客船 ６・７月の入港予定
【新中央埠頭】
◆ぱしふぃっくびいなす…
　６月12日（金）８：00～14：00
　６月15日（月）11：30～17：00
【沖館埠頭】
◆ダイヤモンド・プリンセス…
　６月17日（水）７：00～17：00
　７月15日（水）７：00～21：00
　７月24日（金）７：00～21：00
※各埠頭に駐車場はありません。
問青森港国際化推進協議会
　（交流推進課内、☎017－734－
5415）

■イベント・
　募集・講座
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