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　　親子で遊ぶ場、保護者の情報交換の場としてご利用くだ

さい。子育ての支援や相談（電話相談可）も行っています。

開館時間…９：00～18：00（土・日、祝日も開館）

問子ども支援センター（☎017－721－2180）

◆医師による子どものことば等の発達に関する相談

　９月19日（水）13：30～15：30 ※２日前までに要予約

講座（申込不要） 開催日時 対　象

楽しくあ・そ・ぼ！
※相談専門員が相談に応じま

す。２日前までに要予約

９/６（木）・25（火）
10：00～11：00

０歳～就学前のこと
ば等の発達に心配の
ある子どもと保護者

おはなし広場
～おはなし　でてこい～

９/10（月）
10：00～11：00

０歳～就学前の
子どもと保護者

パパと遊ぼう
～パパ　だいすき！～

９/16（日）
10：00～11：00

０歳～就学前の
子どもと保護者

よちよち広場
～えがお　みーつけた～

９/22（土）
10：00～11：00

０歳～就学前の
子どもと保護者

　親子交流の場、子育て相談ができる場です。

　時毎日：月～金曜日　９：00～18：00

　　　　土・日曜日、祝日　９：00～17：00

所対駅前庁舎２階／乳幼児（０～３歳）と保護者など

【９月のイベント】※①～③いずれも11：00～12：00

　①赤ちゃん待ち合わせ（情報交換の場）

　　時９月６日（木）・11日（火）

　②転勤族のママあつまれ～（交流の場）

　　時９月20日（木）

　③ママのための子育て情報検索講座

　　時９月25日（火）※カダール研修室（５階）で開催

　　人20人（要予約／９月１日から受付開始）

【託児】手続や相談などでご来庁の際にお子さんをお預

かりします。対概ね１歳から就学前まで　料無料　

備利用は原則１時間以内

　問つどいの広場「さんぽぽ」

　　（☎017－721－4005）

時９月９日（日）10：00～12：00（受付９：30～）

所元気プラザ

内ママの心のサポート・タバコのお話、乳児のお風呂の

入れ方、妊娠擬似体験

人備20組（申込順）／母子健康手帳・筆記用具持参

申問９月３日（月）～７日（金）に健康づくり推進課（☎
017ー743ー6111）へ

マタニティセミナー

子ども支援センター

つどいの広場「さんぽぽ」

時９月６日（木）、10月４日（木）、12月６日（木）、

　３月７日（木）いずれも10：00～12：00

所大野市民センター

内親子交流、手遊び歌、読み聞かせなど

対料申未就学児と保護者／無料／当日、直接会場へ

問青森市子育てメイト連絡協議会

　（福山、☎017ー741ー5742）

大野子育て広場

あそびにおいでよ！
青森市子育てひろば

対未就学児と保護者

申①は９月６日（木）までに、しらゆり保育園（☎0172－

62－7660）へ

　②は当日、直接会場へ

問子ども支援センター

　（☎017－721－2180）

テーマ 開催日時 場　所

① 作って遊ぼう！
～手づくりおもちゃ～

９/12（水）
10：00～11：30

浪岡総合保健
福祉センター

② いろんな秋
みいつけた

９/20（木）
10：00～11：30

油川
市民センター

子育て相談 歯みがき相談 栄養相談

内
容

妊娠・出産・育児
など

仕上げみがきや口
の手入れなど

離乳食の進め方、
妊娠中の食事

対
象

妊産婦と乳幼児の
保護者

乳幼児の保護者
※歯ブラシ持参

妊産婦と乳幼児の
保護者

場
所
・
日
時

◆元気プラザ
　月～金曜日
　（祝日を除く）
　９：00～17：00
◆浪岡総合保健
　福祉センター
　９/６（木）
　９：00～10：30
　※要予約

◆元気プラザ
　９/10（月）
　９：30～11：30

◆浪岡総合保健
　福祉センター
　９/６（木）
　９：30～10：30
※要予約

【申込み・問合せ】
・元気プラザ（☎017－743－6111）
　…当日、直接会場へ
・浪岡総合保健福祉センター
　…前日までに、浪岡事務所健康福祉

課（☎0172－62－1114）へ電話予約

９月の
子育て健康相談等の日程

時９月29日（土）14：30～16：30

所KITTO PARK（柳川一丁目）

対人料女性で、がんを体験されたかたや医療従事者のか

た／10人（申込順）／1,500円（お菓子代など）

申問茶話会face（佐々木、☎017－739－1331）へ

茶話会face（がんピアサポート）

「おいしいコーヒーを楽しむ会」

しらゆり保育園 保育教諭
西塚さん、工藤さん
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消防からのお知らせ

青森地区と浪岡地区で、心配蘇生法

（成人）、ＡＥＤの使用法、止血法を学

ぶ普通救命講習会を行っています。

受講から２年以上経過しているかた

は、技術の維持・向上のため再受講

しましょう。

●普通救命講習会

時毎月第２水曜日９：00～12：00

所人消防合同庁舎／30人

申問１週間前までに、消防本部警

防課（☎017－775－0854）へ

●浪岡会場

時奇数月第３日曜日９：00～12：00

人20人

所申問１週間前までに、浪岡消防署

（☎0172－62－3119）へ

アコールのイベント

所問働く女性の家「アコール」

　（☎017ー723－1700）

●アコール階段ギャラリー

　「アコールフェスタ作品展示」

時９月１日（土）～11日（火）

　９：00～21：00　※９日（日）休館

内今年展示予定の作品を先行展示

●アコールフェスタ2018

　～来てきて　見てみて　ふれてみて～

時９月15日（土）10：00～15：00

　９月16日（日）９：30～15：00

内作品展示・販売、軽食、サークル

発表、チャリティーバザー、ミニ

縁日コーナー、健康相談など

浪岡北畠氏祖 顕
あきなり

成公入部行列

南北朝時代の武将、北畠顕
あきいえ

家の嫡子

顕成が南部氏のひ護下、浪岡に移っ

たという説を基に、北畠氏とその家

臣、そして可愛らしい稚児たちの入

部行列を再現。

時９月16日（日）11：00～

※雨天時は翌日に延期

所ＪＲ浪岡駅前～浪岡庁舎

問青森市浪岡商工会

　（☎0172ー62ー2511）

★武者衣装で参加するかたを募集

申９月３日（月）～10日（月）に浪岡

商工会（☎0172ー62ー2511）へ

浪岡北畠秋まつり“火おこし”

約13ｍの木柱でやぐらを組み、ロー

プを引き合って火をおこす勇壮な火

祭り。

時９月16日（日）15：00～

所花岡公園多目的広場

内音楽イベント、出店など

問実行委員会（青森市浪岡商工会

内、☎0172ー62ー2511）

浪岡バサラ大学
～浪岡できく物語の世界～

時９月15日（土）14：00～15：30

所浪岡城跡案内所ホール

内津軽カタリストと浪岡演劇研究会

などによるドラマリーディング

　「太宰と危険な女たち」

料500円（高校生以下無料）

※入場券は中世の館で販売

申問中世の館（☎0172－62－1020）へ

中央卸売市場　市場開放デー

時９月15日（土）７：00～10：00

所中央卸売市場（卸町）

内振る舞い、水産・青果・花きの即

売、JAによる試食・販売

問中央卸売市場管理課

　（☎017ー738－1101）

「青森空港・空の日」フェスタ

航空機の綱引き、航空管制塔見学、

早朝滑走路ウォーキングなど盛りだ

くさん。　※一部要申込み

時９月30日（日）10：00～16：00

問青森空港管理事務所

　（☎017ー739ー2121）

Jazz Market in AOMORI

県内のアマチュアビッグバンドが集結。

時９月22日（土）14：00～19：00

所リンクモア平安閣市民ホール

料999円（高校生以下無料）

問青森県ビッグバンド協議会

　（北山、☎090－8787－8135）

キッズコンサート

小中学生が、日ごろの吹奏楽活動等

の成果を発表します。

時①９月８日（土）②９月９日（日）

　③10月７日（日）

　いずれも13：00～

所①②ワ・ラッセ　西の広場

　③ワ・ラッセ　イベントホール

問文化スポーツ振興公社

　（☎017－773－7304）

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あり

イベント

 青森空港・空の日★詳細は

お知らせ

新鮮な魚や
果物などが
たくさん！
ぜひお越し
ください。

中央卸売市場管理課　山口

Information Plaza 情報ひろば
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