
□と　き　《２人制》７月12日（日）、８月23日（日）、
　内　容　　　　　　９月６日（日）
　　　　　《４人制》７月26日（日）、８月16日（日）
　　　　　９：00～9：30受付　10：00開会式
□対象・人員　中学生以上／各48チーム（申込順）
　　　　　※２人制は男子・女子別、４人制はフリー

（女子２人以上含むこと）
□料　金　１人1,000円（高校生以下500円）
□申込み　ＧＶＣホームページ（HPhttp://gvcbv.web.

fc2.com）、または当日、直接会場受付へ

2015サンセットビーチあさむし
ビーチバレー大会

浅虫温泉観光協会（☎017－752－3250）問合せ

　登山が初めてのかたでも、山岳会のメンバーがサポー
トし、ゆっくり登りますので、ぜひご参加ください。
□と　き　７月12日（日）９：00～16：00
　　　　　※８：00～８：20に酸ケ湯インフォメー

ションセンター前集合
　　　　　※小雨決行、荒天時中止
□ところ　八甲田大岳
□コース　登 山 ①…仙人岱→八甲田大岳→毛無岱
　　　　　登 山 ②…毛無岱→八甲田大岳→仙人岱
　　　　　自然観察…酸ケ湯周辺を散策
□料　金　200円
□備　考　登山に適した服装で手袋、雨具、水、昼食持参
□申込み　７月７日（火）までに、往復はがき・FAX・E

メールで、住所・氏名・年齢・電話番号・希
望コースを記入し、〒030－0919　はまな
す二丁目11－15　大会実行委員会事務局
（成田、Ｆ017－726－2050、 mirai@
kb4.so-net.ne.jp）へ

「八甲田山の日」記念山開き登山大会
事務局（成田、☎017－726－2050）問合せ

□と　き　７月３日（金）～５日（日）
　　　　　19：00～21：00
　　　　　※ホタルの見頃は20：00前後／安全・防犯

のため、開催時間以外は入場できません。
□ところ　旧栄山小学校～細越ホタルの里
□内　容　ホタル観賞、野菜直売など
□備　考　駐車場に限りあり
□申込み　当日、直接会場へ

細越ホタルまつり
水土里ネット青森（☎017－739－6414）問合せ

初夏の自然を

楽しもう！

◆初夏の八幡平散策
時７月12日（日）
※７：00合浦公園駐車場、または
７：10市役所本庁舎駐車場西側集
合（18：00終了予定）

人45人（申込順）
料5,500円
備昼食、雨具持参
申問青い森ネイチャーガイド協会
（☎017－764－1713）へ

青い森ネイチャーガイド自然観察会

◆緑のカーテンを始めよう！
　暑い夏を緑のカーテンで快適に過
ごし、楽しく節電しましょう。参加
者にはゴーヤの苗をプレゼント！
時６月19日（金）10：00～12：00
所沖館市民センター
内緑のカーテンの育て方
人40人（申込順）
申問６月15日（月）から、青森市地
球温暖化防止活動推進センター
（☎017－721－2480）へ

エコライフセミナー

時６月20日（土）15：00～16：45
所アピオあおもり
内ドイツのクアオルトのノウハウと
健康ウォーキングを学ぶ
　講師…小関信行さん（日本クアオ
　　　　ルト研究機構事務局長）
料1,000円
申当日、直接会場へ
問日本ＹＯＧＡ連盟（奥崎、☎080
－1811－0982）ヘ

一般公開講座
～日本におけるクアオルト構想～

時７月12日（日）９：00～12：00
※ゆ～さ浅虫４階大会議室集合
所浅虫森林公園～サンセットビー
チあさむしエリア

内ガイドのサポートを受けながら、
「クア（健康）の道」に認定され
たコースをウォーキング

人20人（申込順）
料1,500円（昼食、保険代含む）
備滑らない靴、長袖、長ズボン着用
申問７月８日（水）までに浅虫温泉
観光協会（☎017－752－3250）ヘ

浅虫温泉海山クア（健康）の道
ドイツ式健康ウォーキング

◆ベンセ湿原と高山稲荷神社を訪ねて
時７月19日（日）８：00～17：00
※７：45に森林博物館集合
人18歳以上40人（抽選）
料備4,500円／昼食、雨具持参
申問７月１日（水）消印有効で、往
復はがき（１枚２人まで）に、参
加希望者の住所・氏名・年齢・電
話番号を記入し、〒038－0012
柳川二丁目４－37　森林博物館
（☎017－766－7800）へ

自然森林ツアー

※クアオルトとは…ドイツの「自然の力を使って治療や保養する、国に認定され
た特別な療養地」のこと。医療保険が適用される。

時７月11日（土）
※８：00市役所本庁舎、または８：
30幸畑墓苑集合（12：30終了予
定）

内ガイドの解説を聞きながら関連施
設を観覧する
《コース》幸畑墓苑→田茂木野→青
森高校→青森駐屯地（バス移動）

人料18人（申込順。申込み少数時中
止の場合あり）／260円

申問７月５日（日）17：00までに、
八甲田山雪中行軍遭難資料館（☎
017－728－7063）へ

八甲田雪中行軍遭難事件の
関連施設巡り
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■イベント
■夜店通り商店街の「夜店まつり」
時６月26日（金）15：00～21：00
内歩行者天国、出店など
問夜店通り商店街振興組合
　（☎017－723－5770）

■新町商店街
　「一店逸品お店回りツアー」
時６月24日（水）11：00～14：00
※13：00から逸品のランチタイム
所まちまちプラザ（新町二丁目）集合
内店舗を回り魅力の再発見をする
人料50人（申込順）／1,500円
申問6月15日（月）～17日（水）９：
30～16：00に、新町商店街振興
組合（☎017－775－4134）へ

■中世の館のイベント
問中世の館（☎0172－62－1020）
◆石澤暁夫アート展
時６月27日（土）～７月５日（日）
　９：00～17：00※最終入場16：00
内青森市匠の職人の石澤暁夫さんの
絵画、立体オブジェ等の展示
★葛西愛子さんサクソフォンコン
サート　７月４日（土）13：00～
◆アフタヌーンコンサート
時６月27日（土）14：00開演
内馬はなし亭呑助さんの落語独演会
と飯塚直幸さんの大人のための絵
本（風のでんわ）の読み聞かせ

料200円（高校生以下無料）

■女性のための健康セミナー
◆もっと知りたい！女（ワタシ）のカラダ
　～自分のカラダとココロを

大切にするために～
時７月19日（日）13：00～16：00
所カダール（男女共同参画プラザ）
　ＡＶ多機能ホール
内心身の健康についての講演、ワー
クショップ、笛

てきし

子ミニコンサート
ほか

対人女性100人（申込順）
備参加者におみやげ付き／無料託児
あり（10人／７月13日（月）まで
申込み）

申問カダール（☎017－776－
8800、Ｆ017－776－8828、
nakama＠actv.ne.jp）へ

■募集
■青少年交流キャンプ
時８月３日（月）～６日（木）
所静岡県立朝露野外活動センター
内富士登山、テント生活体験等
対小学３年生～中学３年生
人100人（申込順）
料小学生６万６千円、中学生８万
　４千円（新青森駅出発の場合）
申問７月10日（金）までに、国際青少
年研修協会（☎03－6417－9721、
HPhttp://www.kskk.or.jp）へ

■あおもりウィメンズアカデミー
　公開講座
◆女性のチカラが未来を変える
　～グローバル視点から考える日本の未来～
時７月４日（土）13：00～14：30
所アピオあおもり
内人講師…大崎麻子さん（関西学院
大学客員教授）／30人（申込順）

申問県男女共同参画センター（☎
017－732－1085）へ

■ひとり親家庭等の交流会
　「魔法の知恵袋サロン」
◆健康体操教室
時７月10日（金）10：00～12：00
所総合福祉センター１階研修室
内講師…小川玲子さん
備タオル、飲み物持参
申問６月30日（火）までに、青森市
母子寡婦福祉会（秋田谷、☎・Ｆ
017－776－8072）へ

■防災リーダー塾　あなたのチカラ
で防災力・減災力を地域に広める

　男女共同参画の視点から、防災・
減災を考えましょう。
時①７月12日（日）10：00～16：30
　②８月23日（日）８：30～13：00
所①アピオあおもり
　②東中学校
内①防災・減災基礎講座など
　②避難所運営訓練
人20人（申込順）
申問７月５日（日）までに、あおもり
被災地の地域コミュニティ再生支
援事業実行委員会（小山内、☎
090－8789－2724）へ

■県立学校公開講座
　「点字入門と歩行援助」
時①８月１日（土）　②８月２日（日）
　13：00～16：00
所県立盲学校（矢田前字浅井）
内①点字の基礎　②視覚障害者への
歩行援助

対人小学生以上（小・中学生は保護
者同伴）／20人（申込順）

申問７月１日（水）～14日（火）に上
記必要事項と性別・受講歴を、県
立盲学校（保村、☎017－726－
2239、 ed-mo@pref.aomori.
lg.jp）へ

■講座・教室
■宇宙の学校
時７月５日（日）９：30～12：00
　８月９日（日）10：00～12：00
　10月４日（日）10：00～12：00
※全３回
所橋本小学校
内親子で楽しめる工作や実験
対市内小学２～５年生と保護者
料人50組（申込順）／1,000円
申問６月26日（金）までに、上記必
要事項と学校名・学年を青森市宇
宙教育研究会（柿崎、☎・Ｆ017
－743－8227）へ

■薬剤師をやってみよう！
時①７月19日（日）10：00～16：00
　②７月20日（月）10：00～16：00
所青森大学薬学部模擬薬局
内薬剤師の仕事を体験し、薬局の役
割や薬について学ぶ

対人①中学生10人　②高校生10人
※いずれも申込順
申問青森大学薬学部大上研究室（☎
0 8 0 － 1 5 2 4 － 5 9 5 3 、
ohgami007@hotmail.co.jp）へ

■県産食材を使って親子でクッキング
時７月27日（月）10：00～13：00
所アピオあおもり調理実習室
内トマトと卵のふわふわ炒め、
ジャージャー麺、タピオカ入りコ
コナッツジュースを作る
　講師…林道明さん（龍鳳閣）
対人料中学生以下の子どもと保護者
12組（申込順）／１組1,200円

備エプロン、内履き、タッパー持参
申問７月15日（水）までに青森県調
理師会事務局（☎017－775－
7202）へ

■ファミリー講座きらきら塾
◆学校に行きたくない？行けない？
　～不登校やいじめ問題について考える～
時６月29日（月）10：00～12：00
所荒川市民センター
内講師…野々口浩幸さん（県総合学
校教育センター教育相談課長）

人30人程度（申込順）
申問青森市子育てサポートセンター
（☎・Ｆ017－774－6537、
aomorishi-saposen＠arion.ocn.
ne.jp　※電話は火・木曜日）へ

■イベント・
　募集・講座

◎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）　

ー　自　衛　官　募　集　－
募集項目 概要／応募資格（平成28年４月１日現在の年齢）

① 航空学生 パイロットを養成／18歳以上21歳未満
② 一般曹候補生 部隊の中核となる曹を養成／18歳以上27歳未満
③ 自衛官候補生 ２年または３年の任期制隊員／18歳以上27歳未満
受付期間：８月１日（土）～９月８日（火）
試験期日：①９月23日（水）　②９月19日（土）
　　　　　③男子…９月16日（水）・17日（木）　女子…９月28日（月）
試験会場：①青森第２合同庁舎（１次）
　　　　　②県観光物産館アスパム　③青森駐屯地
問自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所（☎017－783－2995）
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