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森林博物館の植物・山野草観察会

①春の植物観察会
時５月12日（土）９：50野木和公園

入口駐車場集合、12：00終了予定

内講師…葛西直子さん（津軽植物の会）

②食べられる山野草観察会
時５月19日（土）９：50県立自然ふ

れあいセンター正面玄関集合、

12：00終了予定

内講師…米田豊さん（津軽植物の会）

備いずれも飲料、雨具、筆記用具持参

申問①は５月９日（水）必着、②は

５月14日（月）必着で、はがきに住

所・氏名・年齢・電話番号・希望

の教室名を記入し、〒038－0012　

柳川二丁目４－37　森林博物館

（☎017－766－7800）へ

※申込み後の連絡はありませんの

で、当日直接、集合場所へ

山菜料理講座

地元で採れた山菜で、料理・保存方

法を学びます。受講後は、細野山の

湯を無料で利用できます。

時５月13日（日）９：30～13：00

対小学生以上

料備1,000円／エプロン・おにぎり

（入浴希望のかたは風呂道具）持参

所申問５月１日（火）から、浪岡細

野山の家（☎0172－62－3129）へ

あおもり歴史トリビアを読む会

青森市役所庁舎の変遷―その②

明治30年代の移転問題をめぐって

時５月16日（水）①14：00～15：00

　②18：30～19：30※①②同内容

所市民図書館８階会議室２

内講師…工藤大輔（歴史資料室長）

申 問５月１日（火）から歴史資料室

（☎017－732－5271　月～金曜

９：00～17：00受付※祝日除く）へ

ファミリー講座

●うとう塾（うとう家庭教育学級）
時５月16日（水）10：00～12：00

所中央市民センター

内講座「発達障がいってなぁに？

～子どもとの関わり方～」

　講師…鳴海明敏さん（児童心理治

療施設 青森おおぞら学園施設長）

●きらきら塾（子育て講座）
時５月28日（月）10：00～12：00

所中央市民センター

内講座「成人するにはどれだけか

かる？～子育てのお金の話～」

　講師…財務省東北財務局 青森財

務事務所職員

申問いずれも１週間前までに、青

森市子育てサポートセンター

（☎・Ｆ 017－774－6537、

aomorishi-saposen@arion.

ocn.ne.jp　電話は火曜日10：00

～13：00受付）へ

春期初級おもてなし中国語講座

時５月10日～７月19日の木曜日

　（全11回）18：00～19：30

所古川市民センター

料3,000円（テキスト代別途2,700円）

申 問５月６日（日）までに、住所・

氏名・電話番号を、青森市日中友

好協会（川村、☎・Ｆ017－781

－7165）へ

激動を越えた女性たち

終戦の際、満州に渡った女性たちが

体験した出来事を、ジェンダーの視

点から考える。

時５月17日（木）13：30～16：00

所アピオあおもり

申問５月14日（月）までに、あおもり

地球市民ネット（千葉、☎017－

736－3235、 ongwediva92@

yahoo.co.jp）へ

お手軽で簡単！気軽にできる
ストレッチ＆トレーニング講座

時５月25日（金）～８月10日（金）

　（全10回）19：00～20：30

所リンクステーションホール青森

対料18歳以上の女性／13,600円

申問５月１日（火）～15日（火）に、

青森市文化スポーツ振興公社（☎
017－773－7305　月～金曜９：00

～17：00受付※祝日除く）へ

青森ねぶた祭一般審査員募集

祭期間中、運行しているねぶたを観て、あなたの感性で
審査してみませんか。

対20歳以上の市民のかたで、下記に参加できるかた

※運行団体関係者および以前に一般審査員をしたことが

あるかたを除く

　①事前勉強会（２回予定。詳細はお問合せください）

　②８月２日（木）～４日（土）に行われるねぶた祭の運

行中の審査

人備10人（抽選）／日当・交通費の支給なし

申問５月11日（金）必着で、任意の用紙に、住所・氏名

（ふりがな）・年齢・電話番号・生年月日・性別・職業

（勤務先・学校名など）、応募動機を記入し、直接ま

たは郵送で、〒038－0012　柳川一丁目４－１　青森

港旅客船ターミナルビル２階　青森ねぶた祭実行委員

会（青森観光コンベンション協会内、☎017－723－

7211）へ

講 座

賞には、ねぶた本体や囃子、跳人

などを総合的に審査し、運行団体

に与えられる「ねぶた大賞」や、

ねぶた師に与えられる「最優秀制

作者賞」等があります。

青森観光コンベンション協会　成田さん
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「愛のつまった新あおもり検
定」にチャレンジしませんか

観光・文化・歴史・

自然などを学び、

青森の魅力を再確

認しましょう。

時５月19日（土）10：00～11：30

所中央市民センター

内試験後、採点・合格者発表を行う

〔出題範囲（試験時間40分）〕

　①青森市総合観光ガイドブック

　　「NIPPONここだけ青森市」

②「あおもり検定」公式ガイドブッ

クから抜粋した小冊子

※Facebook（@aomoriasc）に掲

載および交流推進課で配布

申FAX・メールで、住所・氏名・性

別・年齢・電話番号を、青森学生

団体ＡＳＣ（Ｆ017－744－8245、

aomoriasc@gmail.com　FAX

は10：00～12：00受付）へ

問ＡＳＣ（☎090－1611－3525　

８：30～10：00受付）

青森少年鑑別所 所内見学会

時５月26日（土）10：00～11：30

所青森少年鑑別所（金沢一丁目）

申問青森少年鑑別所

　（☎017ー776ー5118）

アフタヌーン・コンサート

時５月26日（土）14：00開演

所問中世の館（☎0172ー62ー1020）

内木庭袋靖子さんによる、箏
こと

のコン

サート

料200円（高校生以下無料）

県立美術館
アレコホール定期演奏会2018

時５月26日（土）18：00開演

所問県立美術館（☎017－783－5243）

内出演…菊池恭江・大槻英未（ヴァ

イオリン）、浅野清（ピアノ）

料一般2,000円、ペア3,000円など

※高校生以下招待等あり。詳細はお

問合せください。

浅虫温泉海山クアの道
ドイツ式健康ウォーキング

ゆっくりと歩いても運動効果は十分。

山歩きの服装でご参加ください。

時５～10月の第２日曜日※８月除く

　８：30ゆ～さ浅虫４階会議室集

合、13：00終了予定

料１回1,500円（昼食代含む）

申問開催日１週間前までに、浅虫温

泉観光協会（☎017－752－3250）へ

「女の生き方塾」企画委員募集

毎日が笑顔キラキラでいられるよう

な講座・イベントを企画しませんか。

時内企画会議を６～８月に５回程度

実施し、企画した講座やイベント

を10～１月に開催

所男女共同参画プラザ「カダール」

人対20～50代の女性10人

申問５月31日（木）までに、住所・

氏名・年代・電話番号をカダール

（☎017ー776ー8800、 kadar-

kouza＠kadar-acor.jp）へ

「男の生き方塾」企画委員募集

求む、40歳以上の男性！イキイキ過

ごすための講座を企画しませんか。

時内企画会議を６～10月に５回程度

実施し、企画した講座を10～12月

に開催

所男女共同参画プラザ「カダール」

人対40歳以上の男性８人

申 問６月１日（金）までに、住所・

氏名・年齢・電話番号をカダール

（☎017ー776ー8800、 kadar-

kouza＠kadar-acor.jp）へ

新東岳登山コースで
帰りは温泉　自然観察体験

時５月20日（日）８：30青森駅集合、

17：20分終了予定

内山頂で昼食、ブナ・ヒバ林を歩

き、浅虫温泉辰巳館で入浴

料2,500円（送迎バス・昼食代含む）

申問５月10日（木）から東岳を愛する

会（永井、☎017－743－8314）へ

初級登山ハイキング教室

山の知識を身につけて、安全なハイ

キングを楽しみましょう。

時所内

①座学（DVDで装備や歩き方を学

ぶ）…５月22日（火）18：30～20：

30／中央市民センター

②実技（登山をしながら地図とコン

パスの見方を学ぶ）…５月27日

（日）／七座山（秋田県）

料②のみ交通費実費

申問５月10日（木）までに、往復は

がき・FAX・メールで、〒030ー

0919　はまなす二丁目11ー15　青

森勤労者山岳会（成田、☎・Ｆ

017ー726ー2050、 mirai@kb4.

so-net.ne.jp）へ

未来への道1000㎞縦断リレー2018

『ふれあいランニング』参加者募集

東日本大震災の被災地を縦断するリ

レーのうち「ふれあいランニング

コース」の参加者を募集！　ゲスト

ランナーも予定しています。
時７月24日（火）９：30スタート

所アスパム～橋本小学校間

　（約1.3㎞）

内車椅子の障がい者のかたや子ど

もでも安全なコースを走行

申問５月31日（木）までに、運営事

務局（☎03－3255－5613、 HP

http://www.1000km.jp/）へ

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

イベント

募 集

青森学生団体ＡＳＣメンバー

みなさんの

申込みを

お待ちして

います！！
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