
講　　座
■市民図書館開館40周年記念講座
　第19回「あおもり歴史トリビア」を読む会
時１月20日（水）
　①14：00～15：00
　②18：30～19：30　※同内容
所市民図書館８階会議室２
内青森に図書館を！－図書館開設に
情熱を傾けた人たち／講師…工藤
大輔（歴史資料室長）

人各20人（申込順）
申 問開催前日までに、歴史資料室
（☎017－732－5271）へ

■市民図書館連携企画「県美土曜ゼミ」
時１月16日（土）
　13：30～15：00（30分前開場）
所市民図書館８階会議室２
内第４回テーマ…『鍵』『瘋

ふうてん

癲老人
日記』谷崎潤一郎、棟方志功②棟
方志功と文学

問県立美術館（☎017－782－1919）

■あおもり地球市民講座
時１月23日（土）13：00～16：00
所アピオあおもり
内ジェンダーについて考える
人25人（申込順）
申問１月５日（火）～21日（木）に、あ
おもりとベンガルをつなぐ会（千
葉、☎・Ｆ017－736－3235、
ongwediva92@yahoo.co.jp）へ

■中国語（初級・中級）冬期講座
時内１月９日～３月19日の土曜日
　初級…13：30～15：00
　中級…15：10～16：40
所県立図書館４階研修室
料3,000円（テキスト代別途）
申問青森中国語の会事務局（工藤、
☎017－766－2913）へ

■冬季  初級おもてなし中国語講座
時１月14日～３月24日の木曜日
　18：00～19：30
所古川市民センター
料3,000円（テキスト代2,700円別途）
申問青森市日中友好協会（川村、
☎・Ｆ017－781－7165）へ

■エコライフセミナー「雪国のエコドライブセミナー」
時１月17日（日）10：00～12：00
所青森モータースクール
申問１月15日（金）までに、青森市地
球温暖化防止活動推進センター
（☎017－721－2480）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　　■料金記載のないものは、無料

★リフト券購入でケビン宿泊券などが当たる！
　お楽しみ抽選会！
日時  １月10日（日）９：00～15：00
《抽選場所》スキー場チケット売場横
《対象》リフト券（１回券を除く）またはシーズン券を

ご購入のかた

★スキーに挑戦してみよう！小学生スキー無料講習会！
日時  ①１月10日（日）　②１月17日（日）
　　　  いずれも９：00～15：00
《対象・人員》①小学１～６年生30人
　　　　　　　②小学１年生30人
《申込み》１月４日（月）９：00から
　　　　　モヤヒルズへ
　※定員になり次第受付終了
　※スキー用具はご持参ください
　（有料レンタルあり）

青森市民図書館開館40周年記念
「あおもり朗読祭」観覧者募集

モヤヒルズ
スキーの日 記念イベント

　子どもから大人までどなたでも楽しんでいただける朗

読祭です。エントリーした小学生から一般の個人・団体

44組による、様々なジャンルの作品の朗読を聞いてみま

せんか。特別ゲストの詩人・三沢市寺山修司記念館

館長　佐々木英明氏による朗読もあります。申込みは不

要です。当日、直接会場へお越しください。

日時  １月９日（土）10：00～16：00

会場  「カダール」ＡＶ多機能ホール（アウガ５階）

※プログラムは市民図書館ホームページをご覧ください。

市民図書館（☎017－776－2455）問合せ モヤヒルズ（☎017－764－1110）問合せ

青森競輪場からのお知らせ　　問青森競輪場（☎017－787－2020）

◆１月前半の競輪日程
　いわき平（ＦⅠ）場外…２日（土）～４日（月）
　立川記念（ＧⅢ）場外
　　…４日（月）～７日（木）
　和歌山記念（ＧⅢ）場外
　　…９日（土）～12日（火）
　名古屋（ＦⅠ）場外
　　…13日（水）～15日（金）

■甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習
時２月18日（木）・19日（金）９：30～17：00  ※甲種は２日間、乙種は18日のみ
所人料消防合同庁舎／100人（申込順）／3,780円
申１月12日（火）～15日（金）に、受講申請書と本人確認できるもの（免許証な
ど）を持参し、直接、消防合同庁舎または浪岡・平内消防署へ

備受講申請書は、青森地域広域事務組合消防本部または青森地域防災協会の
ホームページからダウンロード可

問消防本部予防課（☎017－775－0853）

◆スノーライド in 青森「もりんＣＵＰウインター」
　　お子さん対象の雪上ランバイク大会を開催！　詳細は下記
ホームページをご覧ください。

　時２月７日（日）10：00～15：00
　所青森競輪場駐車場特設コース

内 対 人Ａクラス（３歳以下）、Ｂクラス（４歳）、Ｃクラス
（５～６歳）／各クラス20人（申込順）

　申競輪場ホームページ（ HP http://www.aomorikeirin.com/）へ

■健康ボウリング教室
時①１月21日～３月３日の木曜日
　②１月27日～３月２日の水曜日
　いずれも10：30～13：30または
14：00～17：00から選択

所ラウンドワン青森店
料人2,000円／各48人（申込順）
申問開催日前日までに、日本プロボ
ウリング協会（熊谷、☎070－
1260－7306）へ

■中学・高校生セミナー「模擬薬局
体験！～高齢者・認知症編～」

時①２月20日（土）10：00～16：00
　②２月21日（日）10：00～16：00
所青森大学薬学部
内薬剤師体験、認知症モデルマウス
の脳を顕微鏡で観察など

対①中学生　②高校生
人各10人（申込順）
申問青森大学薬学部大上研究室（☎
080－1524－5953）へ

市民図書館　開館時間繰り上げのお知らせ

　１月２日（土）～31日（日）の期間は、開館時間を
１時間繰り上げ、９：00～21：00開館となります。
※各市民センター、浪岡中央公民館図書コーナーは
通常どおり
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■八甲田・田茂萢岳
　スノーシュートレッキング
　ガイドの案内で周辺を散策します。
時１月９日（土）～５月８日（日）
　①10：30　②13：30（約１時間）
　※天候等により中止の場合あり
所八甲田ロープウェー山麓駅集合
人各回40人（申込順）
料備3,400円（スノーシューレンタ
ル代等含む）／スノーウェア持参

申問希望日３日前までに八甲田ロー
プウェー（☎017－738－0343）へ

■氷上スポーツ・レクリエーション祭
時２月13日（土）10：00～12：00
所盛運輸アリーナ（県営スケート場）
内長靴を履いて行う氷上レク・ゲー
ム（リレー、つなひき等）

対人小学生50人（申込順）
申問２月５日（金）までに、上記申込
み時必要事項と、学校名・学年・
保護者名を、青森市文化スポーツ
振興公社（☎017－773－7305、Ｆ

017－776－2066）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　　■料金記載のないものは、無料

開催施設 教室名 開催日 対象／人員 料金 申込期間
カクヒログループ
スタジアム（市民体育館）
☎017－743－3361

「スポーツ塾・鉄棒」で苦
手克服！（目標：逆上がり）

１/23（土）・25（月）・26（火）・29（金）・30（土）
（全５回）17：30～18：30 小学生20人 2,700円 １/４（月）

～10（日）※抽選

みちぎん
ドリームスタジアム
（スポーツ会館）
☎017－765－6200

「スポーツ塾・跳び箱」で、
苦手克服！

２/１（月）～５（金）※２/２除く
（全４回）17：30～18：30 小学生20人 2,160円 １/31（日）まで

　　　※申込順

カーリング実技指導 １/13・27、３/９・23、４/13・27の水曜日
19：00～21：00

小学４年生
以上10人

個人
利用券購入

当日、直接会場へ
　　　※申込順

ママヨガ（母親のみも可） ２・３月の毎週金曜日※２/12、３/11除く
10：00～11：00

生後４か月～就
園前の母子20組

１回1,200円
月3,000円 随時　※申込順

スポーツ教室 《申込み・問合せ》各開催施設へ  ※詳細はスポーツネット青森ホームページ（ HP http://miz-ss.com/sportsnet-aomori/top/）

■平成27年度青森市成人式
　１月10日（日）開催
★青森会場…リンクステーション
ホール青森　11：00～14：30

★浪岡会場…浪岡中央公民館
　13：30～17：00
※市外に転出されたかたも参加でき
ます。直接会場へお越しください。

備飲酒しているかた、アルコール類
をお持ちのかたは入場をお断りし
ます。

問青森会場…社会教育課
　（☎017－761－4787）
　浪岡会場…浪岡教育事務所教育課
　（☎0172－62－3004）

施設情報
■棟方志功記念館　年始も開館
◆冬の展示「耽美文学の世界―吉井
勇、谷崎潤一郎作品を中心に」

　３月13日（日）まで開催中
　１月１日（金）～３日（日）の年始も
開館します。ぜひご観覧ください。
《開館時間》９：30～17：00
料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）

イベント
■鈴木明寛作品展
　「日本の旅紀行」流水の美
時１月１日（金）～29日（金）
　９：00～18：00
所問ゆ～さ浅虫美術展示ギャラリー
　（☎017－737－5151）
内四季の奥入瀬の水の流れを題材に
した絵画作品の展示

■アフタヌーン・コンサート
時１月23日（土）14：00開演
所問中世の館（☎0172－62－1020）
内Visual４による本格的な管楽四重
奏と楽しいトーク

料200円（高校生以下無料）

★新成人の皆さん
　「はたちの献血」
　　キャンペーンに
　　　　　ご協力を！
　市内には青森献血ルームが常設
されています。その他にも、献血
バスが企業・学校などを巡回して
います。詳しくは青森県赤十字血
液センターホームページをご覧く
ださい。
問青森県赤十字血液センター
　（☎017－741－1512、 HP http://
www.aomori.bc.jrc.or.jp/）

はまなす会館の教室・セミナー 《申込み・問合せ》１月５日（火）13：00から、はまなす会館（☎017－738－4821）へ ※申込順

平成28年度　スポーツ施設の団体貸切使用の申込手続

教室名 開催日 人員 料金

カラダ引き締め
エクササイズ

①ウエスト引き締めエクササイズ　１/８～３/25の金曜日（全12回）18：00～18：50
②太もも引き締めエクササイズ　　１/８～３/25の金曜日（全12回）19：00～19：50

女性
各20人 各回1,500円

フラダンス教室 １～３月の水曜日※３/16を除く　13：00～15：00 女性15人 月額2,000円（１回500円）

◎一般受付は、３月１日（火）からです。ただし、スポーツ広場の利用抽選（５～８月分）は、
３月12日（土）に市民室内プール研修室（テニス９：00／野球場13：30）で行います。

◆申込書配布・受付期間
　１月４日（月）～31日（日）
※提出された使用計画書へ
の回答は、２月下旬に発
送予定です。

施設名称 使用期間 使用計画書提出先
カクヒログループスタジアム ４月１日～平成29年３月31日

カクヒログループスタジアム
（市民体育館）
☎017-743-3361

市営庭球場／市営野球場 ５月１日～10月31日
スポーツ広場 使用場所による（次のとおり）

野球場／テニスコート 　５月１日～11月30日
サッカー場／ラグビー場／
多目的グラウンド 　６月１日～10月31日

屋内グラウンド（サンドーム） ４月１日～平成29年３月31日 屋内グラウンド
☎017-729-3106

みちぎんドリームスタジアム ４月１日～平成29年３月31日
みちぎんドリームスタジアム

（スポーツ会館）
☎017-765-6200

多目的広場 　５月１日～10月31日
多目的運動場 　７月１日～31日
カーリング場 　９月１日～平成29年５月31日

　大会など貸切使用を計画し
ている団体は、所定の使用計
画書を各施設に提出してくだ
さい。
　各種要件など、詳しくは各
施設にお問合せください。
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