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夜店通り商店街の夜店まつり

時６月29日（金）15：00～21：00

　７月20日（金）15：00～21：00

所夜店通り（古川一丁目）

問夜店通り商店街振興組合

　（☎017－723－5770）

第20回細越ホタルまつり

時７月６日（金）～８日（日）

　19：00～21：00／小雨決行

※ホタルの見頃は20：00前後

所旧栄山小学校～細越ホタルの里

内ホタル鑑賞、野菜直売など

備開催時間以外は安全・防犯のため

入場不可／駐車場に限りあり

問水土里ネット青森中部事務局

　（☎017－739－6414）

ハロートレーニング体験会

時６月20日（水）13：00～15：40

　７月26日（木）13：00～15：40

所県観光物産館アスパム

内就職に必要なスキルや知識等を習

得するハロートレーニングを体験

申問ハローワークヤングプラザ

（☎017－774－0220）へ

青森山田学園創立100周年記念

高校野球招待試合

青森山田高校が作新学院高校と盛岡

大附属高校を迎え、試合を行いま

す。甲子園常連の強豪校の熱戦をぜ

ひご覧ください。

時６月23日（土）・24日（日）

所市営野球場

内

備駐車場利用不可※公共交通機関

等をご利用ください

申当日、会場で入場券を配布

問青森山田高校野球部後援会事務局

　（☎017－739－2001）

カダール映画の日2018
「いつか読書する日」上映会

時６月26日（火）①10：00

　②13：30　③18：00※３回上映

所 問男女共同参画プラザ「カダー

ル」（☎017ー776ー8800）

内長崎を舞台に、30年間一人の男性

を想い続けた女性の恋物語（2004

年／日本映画／上映時間127分）

沖館中学校合唱部第６回演奏会

時６月20日（水）18：30開演

所リンクモア平安閣市民ホール

問沖館中学校（☎017－781－0855）

平成30年青森県警察観閲式

部隊・車両行進、白バイドリル走行

披露。音楽隊演奏や警察犬のデモ訓

練等の「ふれあいイベント」も開催。

時６月23日（土）10：00～

所新中央埠頭

問県警察本部（☎017－723－4211）

職業訓練制度説明会

時６月26日（火）13：30～16：00

所ポリテクセンター青森

内求職者が無料で受けられる職業訓

練制度の説明会

問ハローワーク青森

　（☎017－776－1561　音声案内42

＃）

函館いか踊り 参加者100人募集
いか踊りがやってくる！　講習会で踊りを覚えて、

ねぶた祭最終日のパレードに参加しませんか？

★函館いか踊り事前講習会

時７月16日（月）13：00～14：00

所柳川庁舎２階講堂

申問７月11日（水）までに、

　観光課（☎017－734－5179）へ

※いか踊りパレード日時…

　８月７日（火）13：00開始予定

職業訓練制度説明会

時６月26日（火）13：30～16：00

所ポリテクセンター青森

内求職者が無料で受けられる職業訓

練制度の説明会

問ハローワーク青森

　（☎017－776－1561　音声案内42

＃）

第54回青森市民文化祭 展示作品募集
10月開催の「市民文化祭」の展示作品を募集します。

▼洋画（油彩画、水彩画等）…20号以内

▼日本画・版画・水墨画…30号以内

▼書道…180㎝×60㎝の場合⇒縦長／半切の額寸法及び

120㎝×90㎝の額寸法の場合⇒縦・横自由、軸物不可

▼写真…全紙（半切・全倍も可）

対料備市民／2,000円（外国人・会員除く）／１人１点まで

申問７月31日（火）までに、青森市文化団体協議会事務

局（☎017－735－8385　火～金曜日10：00～15：00

受付）へ

Information Plaza 情報ひろば

●23日（土）
青森山田×作新学院 ９：00～

盛岡大附属×作新学院 11：30～

盛岡大附属×青森山田 14：00～

●24日（日）
作新学院×青森山田 ９：00～

作新学院×盛岡大附属 11：30～

青森山田×盛岡大附属 14：00～

観光課　蝦名

みんなでいかポッポ！

今広行さん（南中出身）佐々木貴洋さん（新城中出身）

全力プレーで戦います！

ぜひ観戦に来てください！
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第３回　アップルヒル
　　　　ラベンダーまつり

ラベンダーの香り漂う中、「花」を

テーマにしたウォークラリー、写真

コンテスト、クラフト体験などの各

種催しが楽しめます。

時６月23日（土）・24日（日）

　10：00～15：00

所問道の駅「なみおか」アップルヒル

　（☎0172－62－1170）

アフタヌーン・コンサート

時６月23日（土）14：00開演

内古川里美さん、今井正治さんによ

るマンドリン＆ギターコンサート

所問中世の館（☎0172ー62ー1020）

料200円（高校生以下無料）

第33回　子どもの祭典

時７月１日（日）９：00～14：00

所浪岡総合公園

内ショータイム、あおぞら迷路、

大型遊具、模擬店など

料参加券１枚500円（イベント内で使

用可）※６月22日（金）まで、浪岡

地区の児童館・子ども会・母親ク

ラブ・中央公民館で販売

問浪岡中央児童館

　（☎0172－62－3035）

浅虫海づり公園で
ナイトフィッシング

安全な夜釣りが楽しめます。

時６月30日、７月７日・28日、

　８月11日・25日、９月８日・29日、

　10月13日・27日の土曜日

所問浅虫海づり公園

　（☎017－752－2810）

内日中営業時間終了後、入れ替えで

21：00までの夜間営業

料つり台利用料（入園料込み）…大人

（16歳以上）580円、小人（６歳以上

400円）※６歳未満無料

　つりざお利用料（えさ付）…１本

420円

2018 ドッグフェスティバル
in モヤヒルズ

愛犬と一日中楽しめるイベントが盛

りだくさん！　ワンちゃんと一緒に

ぜひお越しください。

時６月17日（日）10：00～16：00

※雨天の場合６月24日（日）へ延期

所問モヤヒルズ

　（☎017－764－1110）

内尾っぽふりコンテスト、ペット

トレーニング教室、アジリティー

大会（有料）、ドッグラン広場

（有料）など

イベント

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

お知らせ

AOMORIマラソン大会の
交通規制にご協力を

大会当日の７月１日（日）は、コース

となる道路の交通規制を行ないま

す。路線バスの発着・経路等も変更

となります。ご理解とご協力をお願

いします。

《交通規制》

①合浦公園→石森橋→堤埠頭港湾道

路→青森ベイブリッジ→あおもり

北のまほろば歴史館付近

　８：40～12：10頃

②合浦公園→東野内バス停付近

　９：30～10：30頃

※路線バスの変更は、関係するバス

停に掲示（規制時間外でも運行時

間に影響する場合あり）

問AOMORIマラソン大会実行委員会

　（☎017－773－7305）

勤労者プール オープン

７月１日（日）は無料開放！！

時７月１日（日）～８月31日（金）

　①10：00～12：00

　②13：30～15：30

※７月15日（日）、８月19日（日）休場

ほか貸切等で使用不可の場合あり

料一般・大学生120円、高校生70

円、中学生40円、小学生～３歳20

円　※70歳以上・３歳未満・障が

い者手帳持参のかたは無料

備水泳帽を必ず着用、おむつ（水遊

び用も）着用の乳幼児は利用不可

問中央市民センター

　（☎017－734－0163）

職業訓練制度説明会

時６月26日（火）13：30～16：00

所ポリテクセンター青森

内求職者が無料で受けられる職業訓

練制度の説明会

問ハローワーク青森

　（☎017－776－1561　音声案内42

＃）

青森ねぶた祭　８月２日（木）～６日（月）の個人観覧席券を発売
問青森ねぶた祭実行委員会事務局（青森観光コンベンション協会内、☎017－723－7211

　　　　　　　　　　　　　　　　HPhttp://www.nebuta.jp/）

《販売期間》６月29日（金）10：00～
　※プレイガイドは６月30日（土）10：00から販売

　※いずれも無くなり次第販売終了

《料金》3,000円（指定席／パンフレット付き）
※１人９枚まで。10人以上の団体、車いす利用のかた、

７日（火）の「昼ねぶたと花火大会の観覧席券セット

（7,000円）」をお買い求めのかたはお問合せください。

《販売場所》

●各旅行会社（日本旅行東北青森支店、近畿日本ツー

リスト東北青森支店、東武トップツアーズ青森支

店、名鉄観光サービス青森支店、農協観光青森支店）

●プレイガイド（チケットぴあ、ローソンチケット、ポ

みっと！チケット、セブンチケット、イープラス）

みんなで

来いへ！

青森市観光イメージキャラクター
ねぶたん　 ⒸAOMORI/N・HCP
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