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ファミリー講座

●うとう塾（うとう家庭教育学級）

時９月12日（水）10：00～12：00

内講座「悩んでいるのはひとりじゃ

ないよ！～わたしの体験談」

　講師…中野正樹さん（さつき寮）、

　　　　家庭教育サポーター

対発達に心配のある子どもの保護

者など

●きらきら塾（子育て講座）

時９月14日（金）10：00～12：00

内講座「子どもの声に耳を傾けて

いますか？～聞いているつもりが

聞けていない」

　講師…川内規会さん（県立保健大

学准教授）

対小中学生の保護者や家族など

所いずれも中央市民センター

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または留守電受付）へ

秋期初級おもてなし中国語講座

時９月６日～11月15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（別途テキスト代2,700円）

申問９月３日（月）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

青森公立大学公開講座　外国語講座

時９月18日（火）18：30～20：00

所アウガ５階研修室

内「ことばと文化Ⅲ～留学のススメ」

　講師…香取真理さん

　　　　（青森公立大学教授）

人50人

申問前日までに、はがき・FAX・

Eメールに住所・氏名・電話番号

を記入し、〒030－0196　合子沢

字山崎153－４青森公立大学地域

連携センター公開講座係（☎017

－764－1589、Ｆ 017－764－

1593、 kouza@b.nebuta.

ac.jp）へ　※定員により受講で

きない場合は連絡あり。

あおもり北のまほろば歴史館講演会

時①９月16日（日）10：00～11：30

　②９月30日（日）10：00～11：30

内講師…石山晃子（あおもり北の

まほろば歴史館副館長）

　①あおもりの民間信仰

　②近世津軽領における廻船建造

対人高校生以上／各回30人

料入館料　一般300円、高校・大学

生150円　※70歳以上無料

所申問各回１週間前までに、電話・

メール・FAXで氏名・電話番号・

希望する日を、あおもり北のまほ

ろば歴史館（☎017－763－5519、

Ｆ017－718－1740、 kitano　

mahoroba@feel.ocn.ne.jp）へ

大人のあなたにおはなし会

時９月８日（土）15：00～16：00

所市民図書館８階会議室

内読み聞かせ、ストーリーテリング

問市民図書館（☎017ー776－2455）

子どもの貧困について考えてみませんか

時９月29日（土）13：00～15：30

所青森市総合福祉センター

内第１部　講師…村田隆史さん（県

立保健大学講師）「子どもの貧困

とはなにか」、第２部「子どもの

貧困についての現場からの報告」

申問NPO法人あおもりダイバーシ

ティ（山内、☎ 0 8 0－60 4 8－

2304、 aomor ids0415@

yahoo.co.jp）へ

ミクロの世界へ～認知症モデルマウ
スの脳を顕微鏡で観察してみよう～

認知症モデルマウスの脳の標本を顕

微鏡で観察したり、脳トレを体験し

ながら、生命科学や認知症を考えま

す。認知症サポーター養成講座も同

時開催します。

時９月29日（土）10：00～15：30

所青森大学薬学部５号館実験室

対中学生、高校生

申問事前に、青森大学薬学部大上

研究室（☎080－1524－5953※

17：00以降受付）へ

★「ACC FITA（フレッシュITアワード）2018」開催
学生の起業・チャレンジマインドの醸成を図るため、市が来年２月に

開催する、市内の大学生・短大生等からビジネスアイデアを募るコン

テストに、本校からエントリーするチームを決定する選考会を開催し

ます。ＩＴ技術を活用したユニークな発表をぜひご覧ください。
時９月22日（土）13：00～15：00

★オープンキャンパス
時９月22日（土）10：00～17：00
内プログラミングやバーチャル・

リアリティを体験

あおもりコンピュータ・カレッジからのお知らせ

★女子カフェ
　女子限定のオープンキャンパスを開催。
時９月29日（土）10：00～12：00

★平成31年度入学生推薦一次募集受付開始
【募集期間】９月10日（月）～10月19日（金）

【選考・試験日】10月20日（土）

【募集定員】60人

※詳細はホームページをご覧

　ください。

所問あおもりコンピュータ・カレッジ

　（☎017－739－1311、 staff@acc.ac.jp、HPhttp://www.acc.ac.jp）

オープンキャンパス、女子カフェには、推薦入
試受験料免除、奨学金事前相談・申込受付、青
森駅からの無料送迎（要予約）の特典あり。
保護者のかたもぜひお越しください。
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星空・夜景ロープウェー

期間中は営業時間を延長。展望デッ

キから夜景を楽しもう！

〔実施日〕９月14日～10月８日の

金・土・日曜日、祝日の15日間

〔営業時間〕９：00～

　　　　　上り最終便…19：00

　　　　　下り最終便…19：20

所問八甲田ロープウェー

　（☎017－738－0343）

料大人（中学生以上）往復1,850円

　小人（小学生）往復870円

※小学生未満無料

備天候により運休の場合あり

あおもりバル街 ＶＯＬ.12

マップ片手に食べ歩き！飲み歩き！

時９月15日（土）16：00～24：00

所中心商店街参加店舗約60店

料前売券3,500円（当日券4,000円

／１セット５枚つづり）

問あおもりバル街事業実行委員会

（青森商工会議所内、☎017ー

734ー1311）

野生きのこ展示会

青森きのこ友の会が約100種類の野

生きのこを展示します。

きのこの名前あてクイズも実施！

時９月９日（日）９：30～15：30

所問森林博物館

　（☎017ー766－7800）

ウォッチングあおもり

心をなごませる、自然を写した写真

やパネルをご覧ください。

時９月１日（土）～29日（土）

　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ー737－5151）

職業訓練見学・説明会

時①９月４日（火）10：00～12：00

　②９月18日（火）10：00～12：00

内①CAD・NC加工技術科

　②住宅リフォーム技術科

所問ポリテクセンター青森

　（☎017ー777－1234）

ハロートレーニング体験会

時９月27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

生涯学習フェア2018
学びは楽しい、カッコいい！

時９月30日（日）10：00～16：00

内・生涯学習の展示、体験、講座

　・県民カレッジ認定証交付式

　・三村三千代さん（八戸学院大学短

期大学部客員教授）による講演

所問青森県総合社会教育センター

　（☎017－739－1251）

とうもろこし収穫＆木登り体験

高原とうもろこしの収穫体験と木登

りが体験できます。

時所９月23日（日）10：00　城ケ倉

大橋黒石側駐車場集合（集合後、

各自の車で現地へ移動）

料大人1,500円　高校生以下500円

　未就学児無料（お土産つき）

備軍手、長靴、昼食、雨具持参

申問前日12：00までに、東青地域

ＧＢＴ推進協議会（平井、☎090

－2368－3824）へ

カダールカンファレンスコーナー
学ぼう　語ろう　男女共同参画

時９月20日（木）10：00～12：00

内カダールしゃべり場「夫婦あれこれ」

所申問前日までにカダール（☎017

－776－8800、 kadar-kouza@

kadar-acor.jp）へ

高齢者就労促進フォーラム

時９月13日（木）13：30～16：00

所アピオあおもりイベントホール

対65歳以上のかた

問青森県社会保険労務士会

　（☎017－773－5179）

あおもり出会い
サポートセンター会員募集

県が設置しているあおもり出会いサ

ポートセンターでは、登録会員に、

協賛団体が企画・実施するイベント

等の情報をメールマガジンで配信し

ています。登録料は無料。

【対　象】出会いを希望する満20歳

以上の独身者で県内在住のかた

●協賛団体や企業間婚活WEBマッチ

ングの登録も募集中！

申問あおもり出会いサポートセン

ター（プラットフォームあおもり

内、☎017ー721ー1250）へ

あおもり歴史トリビアを読む会

「町並に残る地域の歴史

　ー油川地区の石碑や建物など」

時９月19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）

人各回40人

申問９月３日（月）から、歴史資料

室（☎017－732－5271　※祝日を

除く月～金曜日９：00～17：00受

付）へ

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　※屋外イベントは天候により中止の場合があります

講 座

募 集

検索★詳細は

実行委員会
委員　鈴木さん　委員長　西さん

うま～くコー
スを立てて、
色んなジャン
ルのお店に
行ってみてく
ださい！
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