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秋の花だんづくり講習会

時９月29日（土）13：00～

所柳川庁舎２階大会議室

内種子・球根から育てる花など

問公園河川課（☎017－761－4558）

ラジオ体操講習会
参加者募集

全国ラジオ体操連盟指導委員の指導

で、楽しく・正しいラジオ体操を学

んでみませんか。

時10月８日（月）10：00～12：00

内講師…平井孝子さん

　アシスタント…上向のり子さん

備上履き持参

所 申 問カクヒログループスタジア

ム（☎017－743－3361）へ

ファミリー講座

きらきら塾（子育て講座）

時10月12日（金）10：00～12：00

所荒川市民センター会議室Ａ

内講座「あなたの言葉は届いていま

すか？～子どもに「伝える」ということ～」

　講師…川内規会さん（県立保健大

学准教授）

申問１週間前までに、青森市子育て

サポートセンター（☎・Ｆ017－

774－6537、 aomorishi-sapo　

sen@arion.ocn.ne.jp　電話は

火曜日10：00～13：00受付）へ

伝統文化子ども将棋教室

時10月６日～３月の毎週土曜日

　10：00～12：00

所日本将棋連盟青森支部道場

　（緑三丁目）

対料小学生～高校生／月額2,000円

申問住所・氏名・電話番号・学校

名・学年を、〒030－0845　緑三

丁目１－２　青森県将棋連盟事務

局（☎・Ｆ017－775－7744）へ

セミナー「生前贈与と相続対策」

時10月５日（金）13：15～14：45

所男女共同参画プラザ「カダール」

内講師…米澤貞造さん（税理士）

人料50人／500円

申問事前にNPO法人ライフサポート

青森（☎017－777－6277）へ

青森高等技術専門校
委託訓練生募集

時内①簿記基礎科〔２〕

　　10月25日（木）～２月22日（金）

　　②介護実務者研修科〔２〕

　　11月２日（金）～５月１日（水）

所県立青森高等技術専門校

対下記に求職申込みを行い受講指

示・推薦・支援指示を受けたかた

申問①は10月１日（月）、②は10月

11日（木）までに、ハローワーク青

森（☎017－776－1561　音声案内

42♯）へ

甲・乙種防火管理新規講習
及び甲種防火管理再講習

対象者等の詳細は、消防ホームペー

ジをご覧ください。

所消防合同庁舎

申問９月25日（火）～28日（金）９：30

～17：00に、申込書と本人確認書

類を持参し、消防本部予防課（☎
017－775－0853）または浪岡消防

署へ

●甲・乙種防火管理新規講習
時11月14日（水）・15日（木）

　９：30～17：00※乙種は14日のみ

料3,780円（テキスト代）

●甲種防火管理再講習
時11月16日（金）13：00～15：30

料1,500円（テキスト代）

２級電気工事施工管理技術
検定事前講習会（学科）

時10月19日（金）・26日（金）、

　11月２日（金）９：00～16：00

所県立青森高等技術専門校

対在職中で２級電気工事施工管理

技術検定を受験するかた

料1,600円

申問９月26日（水）までに、県立青森

高等技術専門校（☎017－738－

5727）へ

第16回 浅虫温泉オータムトレッキング in ホタル湖

時10月７日（日）①健脚コース　８：00～８：30受付

　　　　　 　　②一般コース　９：00～９：30受付

※「海の駅」あさむし（旧ヨットハーバー）で受付

料1,000円※中学生以下無料

備昼食、入浴用具持参（入浴券13：00～15：00利用可）

申10月２日（火）までに、郵送・FAXで、住所・氏名・

年齢・電話番号・希望コース名を、〒039－3501　

浅虫蛍谷70　浅虫温泉観光協会（Ｆ017－752－

3111）へ　※申込後の連絡はありませんので、当日

直接受付場所へお越しください

秋の浅虫で気持ちよく運動しよう！

トレッキング終了後、豚汁・源泉麦茶・当日入浴券をプレゼント！

問浅虫温泉観光協会（☎017－752－3250）

コース名 コース内容

①健脚
高森山コース（約９km）
むつ湾展望所→高森山→赤松巨木→ホタル湖

②一般

八十八ケ所巡り・ホタル湖コース
（約6.5km、湖を周らない場合5.2km）
浅虫護国寺で講話→八十八ケ所巡り→ホタル湖

八十八ケ所巡り・赤松コース（約6.9km）
浅虫護国寺で講話→八十八ケ所巡り→すす川→
赤松巨木→ホタル湖

磯巡りコース（約4.8km）
サンセットビーチあさむし→裸島・東北大学生
命科学研究所→浅虫温泉街→ホタル湖

心地よい汗をかいた後は

温泉でさっぱり！

実施リーダー　蝦名一宏さん
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サークル体験講座

誰でもすぐ親しめる朗読・吟詠講座

時９月29日（土）、10月27日（土）

　13：00～15：00

内俳句・近代詩・漢詩などを腹式呼

吸で発声し、心身のストレッチ

　講師…千葉悦子（悦風）さん

　　　　（清泉吟サークル代表）

備筆記用具、飲み物持参

所申問働く女性の家「アコール」

（☎017－723－1700）へ

音楽でこころもからだもリフレッシュ

時10月11日（木）13：30～15：30

所「カダール」ＡＶ多機能ホール

内音や音楽の効果について学びな

がら、音楽ゲームなどを体験

申問カダール（☎017－776－8800、

Ｆ017－776－8828、 kadar-

kouza＠kadar-acor.jp）へ

ふれあい農園加工体験講座
「スイートポテト作り」

時９月30日（日）10：00～12：00

所ふれあい農園（四戸橋字磯部）

人４組（１組３人まで）

料１組1,500円

申問９月23日（日）８：30から、ふれ

あい農園（☎017－761－3082）へ

浪岡細野山の家
燻製作り体験講座

時９月30日（日）９：00～13：00

内細野養魚場で飼育している渓流

魚で燻製の作り方を学習・試食

料備1,500円／講座終了後、細野山の

湯に無料で入浴可（入浴道具持参）

所申問９月17日（月）から、浪岡細

野山の家（☎0172－62－3129）へ

韓国料理教室 in なみおか

時10月６日（土）10：00～13：00

所浪岡公民館

内甘辛そうめん、韓国茶碗蒸し等

料備1,500円／エプロン、三角巾、

持ち帰り容器持参

申問10月４日（木）までに、氏名・

連絡先・参加人数を青森日台交流

会（出町、☎090－2847－1856、

15：00～21：00受付）へ

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

縄文の学び舎・小牧野館のイベント

●JOMONイラスト＆インスタレーション展
　「NEO★NEO 縄文人」
イラストレーター・トヨカワチエの造るポップな縄文ワールド。デコ

竪穴住居、ラブリーストーンサークル、ド派手縄文ギャル！？

時９月23日（日）～10月28日（日）９：00～17：00※最終日15：00まで

●タイダイ染め縄文Ｔシャツ作り体験♪

世界遺産登録をめざしている“北海道・北東北の縄文遺跡群”のロゴ

の入った世界にひとつだけの“縄文Ｔシャツ”を作ろう！参加費無料★

時10月７日（日）・８日（月）①10：00～12：00　②13：00～15：00

人備50人／エプロン持参

申９月25日（火）までに電話で、Ｔシャツのサイズ（Ｓ・М・Ｌ）と

希望日時を、縄文の学び舎・小牧野館へ

講 座

浪岡バサラ文学賞 作品募集
～耳をすませば未来が見える～

津軽の古都・浪岡の地名や歴史、ゆ

かりの人物、風土や伝説を取り入れ

た短編作品を募集します。

〔応募要項〕400字詰原稿用紙11枚以

内の日本語で書かれた未発表小説

※テーマ・ジャンル不問

〔賞〕大賞賞金11万円

申問11月30日（金）までにメールま

たは郵送で、〒038－1311　浪岡

大字浪岡字岡田43　青森市中世の

館「浪岡バサラ文学賞係」（☎
0172－62－1020、 bz364624　

@basara.or.jp）へ

第４回「あおもり男女共同参
画川柳かるた」世界大会
参加チーム大募集！

かるたでいろいろな国の文化を知る

ことができるトークコーナーも！

時10月27日（土）13：00～16：00

所「カダール」ＡＶ多機能ホール

対人３人１組のチーム12組

申 問10月５日（金）までに、チーム

名、チーム紹介文（30文字以

内）、参加者の住所・氏名・年

齢・電話番号を、カダール（☎
017－776－8800、Ｆ017－776－

8828、 kadar-kouza@kadar-

acor.jp）へ

募 集

所問縄文の学び舎・小牧野館（☎017−757−8665）

小牧野遺跡 上空写真

「北海道・北東北の縄文遺跡群」

世界文化遺産推薦候補決定！

みんなで世界遺産をめざそう！

細野山の家　スタッフ

簡単な道具でできます。
みんなで楽しく作りましょう！
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