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ロボットを組み立て、動かそう！　2020年から小学校

で始まるプログラミング教育を、いち早く体験！！

ブロックで遊べるキッズコーナーも。

時７月21日～８月19日の土・日曜日、祝日と、８月13日

（月）～15日（水）（８月４日・５日除く）※全日同内容

　①10：00～12：00  ②13：00～15：00

対小学生（低学年保護者同伴）

人料各回10人／2,000円

所申問モヤヒルズ（☎017－

　764－1110）へ

毎年全国各地で開催される「夏期巡回ラジオ体操・み

んなの体操会」が今年、青森市で開催されます。参加

者には記念品をプレゼント！

ぜひご参加ください。

時８月10日（金）６：00～

所新城中央小学校グラウンド

　（雨天時は体育館で実施）

備６：30からＮＨＫラジオ

第１で全国に生放送

問地域スポーツ課

　（☎017－718－1431）

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会 プログラミング教室 in モヤヒルズ

こども食育会議

５日間で献立作成、収穫体験、調理

実習などを行います。

時①７月23日（月）13：00～16：00

　②７月30日（月）10：00～12：00

　③８月９日（木）13：00～16：00

　④８月10日（金）10：00～13：00

　⑤８月17日（金）13：00～16：00

対人３歳から小学６年生までの子

どもと保護者／12組

申問メールに保護者氏名・子ども

の氏名と年齢・電話番号を記入

し、チーム紬～つむぎ～事務局

（千代谷、☎090－2953－5151、

bookroom555@gmai l .

com）へ

職業訓練見学・説明会

時①７月17日（火）10：00～12：00

　②８月７日（火）10：00～12：00

内①CADオペレーション

　②電気メンテナンス

所 申 問ポリテクセンター青森（☎
017－777－1234）へ

職業訓練制度説明会

時７月24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♯）

花だん見学会

時８月15日（水）・17日（金）９：00

柳川庁舎集合、15：00終了予定

内「自慢の花だん写真展」参加花だ

ん（約10か所）を見学

人各日20人（抽選）

申問７月27日（金）消印有効で、往復

はがき（１枚につき１人）に住所・

氏名・電話番号・希望日を記入

し、〒038－8505　青森市役所公

園河川課（☎017－761－4558）へ

緑と花をテーマとした
コンクール作品募集

緑と花を大切にする心や花いっぱい

のまちづくりを表現したもの。

内①図画・ポスター、②標語

対市内小・中学生（①②）

　16歳以上のかた（②のみ）

申 問小・中学生の応募は学校取り

まとめ。16歳以上のかたは、９月

７日（金）消印有効で、はがきまた

は申込用紙（課備付け）に標語と住

所・氏名・電話番号を記入し、

〒038－8505　青森市役所公園河

川課（☎017－761－4558）へ

放送大学10月入学生募集

テレビ等の放送やインターネットを

利用して授業を行う通信制の大学で

す。詳細はお問合せください。

申問９月20日（木）までに放送大学青

森学習センター（☎0172－38－0500、

HPhttp://www.ouj.ac.jp）へ

青森高等技術専門校
委託訓練生募集

時内①簿記・企業会計科

　　８月24日（金）～２月22日（金）

　　②webプログラミング科

　　９月３日（月）～３月１日（金）

　　③パソコン事務科

　　９月４日（火）～12月３日（月）

　　④医療事務科

　　９月10日（月）～12月７日（金）

所県立青森高等技術専門校

対公共職業安定所に求職申込みを

行い、受講指示・受講推薦・支援

指示を受けたかた

申 問①は８月２日（木）、②は８月

10日（金）、③は８月13日（月）、④

は８月17日（金）までに、ハロー

ワーク青森（☎017－776－1561 

音声案内42♯）へ

シダ植物観察会

時７月28日（土）９：50合子沢記念

公園駐車場集合、12：00終了予定

内講師…乗田利一さん

　（津軽植物の会）

備飲料、雨具、ルーペ、長靴、筆

記用具持参

申問７月23日（月）までに、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－

766－7800）へ

　※申込後の連絡はありませんの

で、当日直接集合場所へ

イメージキャラクター
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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

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

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

おもてなし
クリーンキャンペーン

青森を訪れる皆さんに「来てよかっ

た、また来てみたい」と感じてもら

えるよう、青森駅周辺の清掃活動を

行います。ラインメール青森ＦＣ、

青森ワッツの選手の皆さんも参加！

時７月28日（土）

　９：00青森駅前公園集合、

　10：10終了予定

　※雨天中止

問清掃管理課（☎017ー718－1179）

お天気フェア2018

時７月22日（日）10：00～15：00

所青森地方気象台（花園一丁目）

内お天気クイズ（①10：30 ②11：30 

③13：00 ④14：00）、施設見学

（①11：00 ②12：00 ③13：30 ④

14：30）、工作、地震体験（午前

のみ）など

備公共交通機関をご利用ください。

問青森地方気象台

　（☎017－741－7413

　※月～金曜日

　９：00～17：00）

平穏死について
知っておくべきこと

時７月26日（木）10：15～11：45

所男女共同参画プラザ「カダール」

内講師…小野正人さん

　（県立中央病院医療管理監）

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

イベント ゆ～さマルシェ開催

地元浅虫をはじめ県内のとれたて野

菜の販売やクレープ店なども出店。

ねぶたんとハネトンもくるよ！

時７月22日（日）10：00～15：00

所「ゆ～さ市場」前駐車場

問「道の駅」浅虫温泉ゆ～さ浅虫

　（☎017－737－5151）

青森市民憲章普及事業
「森の自然観察バスツアー」

時８月11日（土）８：45駅前庁舎集

合、14：30終了予定

内梵珠山で自然や昆虫観察、クラ

フト体験（工作）など

対人小学生（保護者同伴）／25人

備昼食持参

申問７月27日（金）までに、FAX・

メールで住所・氏名・年齢・電話

番号を記入し、市民協働推進課

（☎017－734－2324、Ｆ017－734

－5232、 shiminkyoudou@

city.aomori.aomori.jp）へ

団体・サークル情報と
生涯学習指導者を募集

教え学び合う環境づくりのため、団

体・サークル情報や指導者を募集し

ています。それぞれの情報は、学習

情報誌（楽習応援ナビ・まなびすと

名鑑）、市ホームページに掲載され

ます。詳細はお問合せください。

問文化学習活動推進課

　（☎017－718－1376）

新青森県総合運動公園・
青森空港親子見学会

時８月９日（木）13：00東青地域県

民局地域整備部ロビー（幸畑字唐

崎）集合、16：00終了予定

対人子どもと保護者20組（抽選）

申問７月27日（金）までに、FAX・メー

ルで東青地域県民局地域整備部企

画整備課（☎017－728－0269、Ｆ

017－728－0355、 AO-KENDO　

@pref.aomori.lg.jp）へ

募 集

オープンデータアイデアソン

バス情報に関するオープンデータを

使ったワークショップを開催。

時８月25日（土）10：00～17：00

所GRAVITY CO-WORK

　（古川一丁目）

申 問メールに氏名・年齢・電話番

号・職業を記入し、情報政策課

（☎017－734－5649、 joho-

seisaku@city.aomori.aomori.

jp）へ

青森県ファミリー
　　　　オートキャンプ大会

災害時にも役立つキャンプイベント。

時８月25日（土）～26日（日）

所モヤヒルズ

内子ども向け体験コーナー、アト

ラクション、大抽選会など

料１サイト6,000円

備初心者への手伝い（要申込）・テ

ント等無料レンタル（数量限定、

要申込）あり

申問FAX・メールで青森県オート・

キャンプ協会事務局（(有)コモン

内、☎017－744－7447、Ｆ017－

7 4 4－6 4 6 4、 d e m a c h i @

common-ad.com）へ

県立青森聾学校　学校公開

時９月７日（金）９：00～12：30

所 申 問８月24日（金）までに、県立

青森聾学校（☎・Ｆ017－766－

1834）へ

県立美術館演劇部公演

「津軽の旦
あけくれ

暮」～太宰治の戯曲
「冬の花火」「春の枯葉」より～

時７月20日（金）19：00開演

　７月21日（土）15：00開演

所県立美術館シアター

内太宰の戯曲を原作としたオリジ

ナル演劇／脚本・演出…斎藤歩

料前売券…一般2,500円、学生・60

歳以上1,500円、ペア4,000円※高

校生以下無料招待あり（要予約）

問県立美術館（☎017－783－5243）

清掃管理課
蠣崎正大

ラインメール青

森ＦＣ・青森

ワッツの選手の

皆さんとまちを

きれいにしま

しょう！
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