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あおもりアーツカウンシル文化芸術創造活動助成事業

公開選考会

市民による文化芸術創造活動の公開

プレゼンテーションを審査し、助成

採択事業を決定。観覧自由です。

時６月17日（日）10：00～15：00 

所新町キューブ　グランパレ

問あおもりアーツカウンシル事務局

　（☎017－773－7304）

国際芸術センター青森（ＡＣＡＣ）

柿崎真子×相馬信吉トーク

「ヴィジョン・オブ・アオモリ」展

関連イベント。写真家の柿崎さん・　

奏海の会主宰の相馬さんによる、戦

前～戦後の写真についてのトーク。

時６月17日（日）14：30～16：00

所問国際芸術センター青森

　（☎017－764－5200）

あおもり文化とアート展
関野凖一郎・鈴木正治 初夏の
二人展　～星々に吹く風～

時６月20日（水）

　　～24日（日）

　10：00～

　　　20：00

　※最終入場19：30

所リンクステーションホール青森

内初夏・星・夜・風をテーマに二人の

作品と市所蔵の民俗資料を展示

★20日18：00～

　「絵本とギターの夕べ」開催

問青森市文化スポーツ振興公社

　（☎017－773－7304）

「高専ロボコン」出場！八戸高専

まちなか文化祭 in 津軽

各種実験や製作など体験ブースも無

料で楽しめます♪　申込み不要なの

でお気軽にお越しください。

時６月16日（土）11：00～14：30

所サンロード青森１階サンホール

問八戸工業高等専門学校

　（☎0178－27－7239）

森林博物館　コケ観察会

時６月16日（土）９：50森の広場（新城

平岡）駐車場集合、12：00終了予定

備長靴、飲料、雨具、ルーペ、筆記用具持参

申 問６月11日（月）必着で、はがき

に住所・氏名・年齢・電話番号を記

入し、〒038－0012　柳川二丁目

４ー37　森林博物館（☎017ー

766ー7800）へ※申込後の連絡は

ありませんので、当日直接会場へ

バスツアー「自然森林教室～
志賀坊を訪ねて～」

時６月23日（土）７：45森林博物館

集合、16：00帰着予定

対市内在住の18歳以上のかた

人40人（抽選）

料備3,000円／昼食、雨具等持参

申 問６月13日（水）必着で、往復は

がき（１枚２人まで）に住所・氏名・

年齢・電話番号を記入し、〒038－

0012　柳川二丁目４ー37　森林博

物館（☎017ー766ー7800）へ

新緑の八甲田と
雪中行軍遭難史実の探索

解説を聞きながら巡るバスツアー。

時６月16日（土）８：30本庁舎西側

または８：50幸畑墓苑集合、16：30

解散予定

内〔コース〕幸畑墓苑～馬立場～田代

高原～酸ケ湯～萱野茶屋～防衛館

申問６月10日（日）までに、青森市

八甲田山雪中行軍遭難資料館（☎
017－728－7063）へ

白神山地ブナ植樹フェスタ in 赤石川

時６月24日（日）６：00本庁舎西側

集合、16：30終了予定

料3,700円、中学生以下3,200円

　（昼食代・保険料等）

申 問６月20日（水）までに、実行委

員会事務局（☎017－743－8314、

Ｆ017－772－9824）へ

クルーズ客船６月の入港予定

●ぱしふぃっくびいなす

時６月15日（金）７：30～14：00

　６月18日（月）11：30～17：00

所新中央ふ頭

※天候等により変更となる場合あり

備入港時、一般車両のふ頭への入場

はできませんので、お越しの際は

公共交通機関をご利用ください。

問青森港国際化推進協議会（交流推

進課内、☎017－734－5415）

※７月の入港予定はありません

薬草ハーブ観察会

時６月29日（金）13：30～15：30

所農業振興センター（四戸橋字磯部）

内薬草ハーブ観察と寄せ植え作り

人40人（抽選）※本庁舎発着送迎バス

利用25人まで

料500円

申問６月８日（金）消印有効で、往復

はがき（１枚１人まで）に、住所・氏

名・電話番号・送迎バス利用希望の

有無を記入し、〒030－1261　四戸

橋字磯部243－319　農業振興セン

ター（☎017－754－3596）へ※バス

希望の場合、本庁舎駐車場利用不可

「食育の日」学校給食体験会

時６月19日（火）９：00～11：40

所小学校給食センター（三内字丸山）

内施設見学、食育講話、給食試食

★予定献立…ご飯、イカメンチカ

ツ、長いもの豆乳サラダなど

※食物アレルギーのあるかたは事前

にお問合せください。

人料60人／260円（試食材料費）

※６月13日（水）以降のキャンセル

（当日の体調不良等も含む）は食材発注

済みのため料金をいただきます。

申問６月１日（金）～12日（火）に申

込書（市ホームページ掲載）または

任意の様式に住所・氏名・年齢・連

絡先を記入し、グリーンハウス（☎
017－782－3765、Ｆ017－766－

7203、 shogaku-kyushoku@

city.aomori.aomori.jp）へ

募 集

鈴木正治「星」
（所蔵：県立郷土館）
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ゆ～さ浅虫美術展示ギャラリー

菊地敏夫と切り絵教室の仲間

時６月２日（土）～24日（日）

　９：00～19：00

所ゆ～さ浅虫３階ギャラリー

問「道の駅」浅虫温泉ゆ～さ浅虫

　（☎017－737－5151）

花季さつき盆栽展示会

①荒川市民センター
時６月９日（土）・10日（日）

　９：00～17：00※10日15：00まで

所問荒川市民センター

　（☎017－739－2343）

②東部市民センター
時６月15日（金）・16日（土）

　９：30～16：00

所問東部市民センター

　（☎017－736－6255）

市民一掃きデー

ラインメール青森ＦＣの

皆さんと一緒に、まちを

きれいにしよう！

時６月９日（土）９：00～

※１時間程度／雨天中止

所サンセットビーチあさむし

　駐車場集合

内空き缶・紙くず等のごみ拾い

問清掃管理課（☎017－718－1179）

中央卸売市場「水産の朝市！」

新鮮な水産物の即売・試食のほか、

８：00から振る舞いあり！

時６月16日（土）７：00～10：00

所中央卸売市場（卸町）

問中央卸売市場管理課

　（☎017－738－1101）

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

リバーランドおきだて・
みちぎんドリームスタジアム
一部利用中止のお知らせ

下記期間は改修工事のため、次の施設

の多目的広場が利用中止となります。

●沖館川多目的遊水地（リバーラン

ドおきだて）…６～８月

●みちぎんドリームスタジアム（ス

ポーツ会館）…６～10月

※いずれも多目的広場以外は利用可

能／工事期間変更の場合あり

問地域スポーツ課

　（☎017－718－1428）

城ケ倉渓流歩道は閉鎖しています

平成12年の事故発生以来、渓流歩道

は閉鎖しています。危険ですので絶

対に立ち入らないでください。

問観光課（☎017－734－5153）

普通救命講習会

時毎月第２水曜日９：00～12：00

所消防合同庁舎

内心肺蘇生法（成人）、ＡＥＤ使用

法、止血法

申問１週間前までに、消防本部警防

課（☎017－775－0854）へ

職業訓練見学・説明会

時①６月５日（火）　②６月19日（火）

　いずれも10：00～12：00

所申問ポリテクセンター青森

　（☎017－777－1234）

内①CAD・NC加工技術科、住宅リ

フォーム技術科、電気設備技術科

　②CADオペレーション科

青森市消防団　合同観閲式

地域で活躍する団員約千人と、車両

約70台が参集。伝統技能のまとい振

り、はしご乗りなどを披露！

時６月17日（日）８：00～

所合浦公園多目的広場

問消防本部警防課

　（☎017－775－0854）

小・中学校の教科書を見てみませんか

来年度から教科化される中学校道徳

科をはじめ、各種教科書を展示。

時６月１日（金）～２月28日（木）

　９：00～16：00

所問教育研修センター

　（☎017－743－4900）

アコール階段ギャラリー
バッグ展示３か月連続企画第三弾

オリジナル・バッグ作品展

時６月２日（土）～29日（金）

　９：00～21：00 ※10日（日）休館

内裂
さきおり

織・こぎん刺・ノルウェー伝統

のハーダンガー刺しゅうのバッグ

とアイディア小物を展示

所問働く女性の家「アコール」

　（☎017－723－1700）

お知らせ イベント

青森競輪日程（６月前半）
問 青森競輪場（☎017−787−2020）
静岡（ＦⅠ）場外 １日（金）～３日（日）
函館記念ナイター（ＧⅢ）場外 ２日（土）～５日（火）
大宮（ＦⅠ）場外 ４日（月）～６日（水）
平塚ナイター（ＦⅠ）場外 ６日（水）～８日（金）
取手 国際トラック支援（ＧⅢ）場外 ７日（木）～10日（日）
青森ナイター（ＦⅠ）場外 ９日（土）～11日（月）
立川（ＦⅠ）場外 11日（月）～13日（水）
岸和田 高松宮記念杯（ＧⅠ）場外 14日（木）～17日（日）
競輪は適度に楽しみましょう。車券の購入は20歳になってから。

自衛官募集
問 自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所（☎017−783−2995）
募集種目 航空学生 一般曹候補生 自衛官候補生

応募資格
（※）

高卒（見込み含む）
海…23歳未満の者
空…21歳未満の者

18歳以上27歳未満の者

受付期間 ７月１日（日）～９月７日（金）

試 験 日 ９月17日（月） ９月21日（金）　　
　　　～23日（日）

男子…10月２日（火）
　　　　　３日（水）
女子…９月20日（木）

試験会場 第２合同庁舎（１次） 県立保健大学・第２合同庁舎 青森駐屯地
※年齢は平成31年４月１日現在の年齢

青森市環境保全
シンボルキャラクター
地球の王子様「エコル」

参加者に
りんご

ジュース
プレゼント♪
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