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むつ湾フェリーで行くモニターツアー

紅葉の下北半島をバスとフェリーで

巡る日帰りモニターツアーです。

時11月４日（日）まで

内料〔コース〕①川内川渓谷・釜臥

山展望台　②薬研渓流・サンマモ

ルワイナリー／4,980円（昼食付き）

申問弘南バス青森総合案内所（☎
017－776－1476）へ

〔主催〕県企画政策部交通政策課

しんまちハロウィンストリート

お店回りツアー

商店主のガイドで楽しいお店巡り。

時10月24日（水）11：00～14：00

所新町商店街振興組合（新町二丁

目　成田園ビル１階）集合

料1,500円（ランチ付き）

申問10月15日（月）～19日（金）に、新

町商店街振興組合（☎017－775－

4134）へ

JICAボランティア2018年度秋募集

内対日本国籍を持つ次のかた

　①青年海外協力隊…20～39歳

　②シニア海外ボランティア…40～69歳

申問11月１日（木）までに、JICA東北

（☎022－223－4772、HPhttps://

www.jica.go.jp/tohoku/）へ

親子で楽しもう！木版画講座

時11月17日（土）10：00～12：00

所働く女性の家「アコール」

対人５～12歳の子どもと保護者10組

申問10月16日（火）９：00から、青森

市文化スポーツ振興公社（☎017

－773－7304）へ

16ミリ映写機操作技術講習会

時11月13日（火）９：00～16：00

所中央市民センター

備修了者には団体無料上映のための

映写機・フィルム等の貸出可

申問10月29日（月）までに、中央市民

センター（☎017－734－0164）へ

ふれあい農園加工体験講座
「豆腐づくり」

時10月28日（日）９：30～12：30

人４組（１組３人まで）

料１組1,000円

所申問10月21日（日）８：30から、ふ

れあい農園（☎017－761－3082）へ

味自慢・うで自慢講座

時11月５日（月）10：00～13：00

所アピオあおもり調理実習室

内簡単ほたて料理の調理と試食

料備1,000円／エプロン、三角巾持参

申問10月29日（月）までに実行委員

会（佐藤、☎017－755－6045）へ

市場のプロが教えるお魚さばき方教室

魚屋さんが旬の魚や選び方、万能包

丁でのさばき方を伝授。試食あり！

時①10月20日（土）②11月17日（土）

　③12月８日（土）

　いずれも14：00～16：30

人料各日８人（抽選）／1,000円

所申問各開催日の５日前までに、

住所・氏名・生年月日・電話番

号・参加希望日を、青森魚菜セン

ター（☎017－777－1367）へ

アコールの手作り講座

①「畳のヘリ・おしゃれトート」

　アンコール講座（２回連続）

時10月22日（月）・29日（月）

　10：00～12：00

人料10人／1,800円

備裁縫道具、ものさし、筆記用具持参

②ステンドグラス講座 クリスマス

　・オーナメント（２回連続）

時11月13日（火）・27日（火）

　９：30～12：00

人料10人／3,500円

備エプロン、ハサミ、軍手、ゴム手

袋、割り箸、タオル（古布）持参

内講師…大谷真知子さん

所申問働く女性の家「アコール」

（☎017－723－1700）へ　※②は

10月15日（月）９：00から受付開始

みんなのカフェ・つながる2018

つながって楽しいイベント満載！

時11月４日（日）11：00～15：00

所新町キューブグランパレ

内相談・情報・展示コーナー、軽

食、手作り品販売など

問あおもりダイバーシティ

　（高松、☎090－2792－4780）

「食育の日」学校給食体験会

時11月16日（金）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、いももち汁、県

産秋さけの照焼き、ひじきと大豆

の炒め物など

※食物アレルギーのあるかたは事前

にお問合せください。

料260円（試食材料費）

※11月７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10月22日（月）～11月６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、Ｆ 017－766－7203、

shogaku-kyushoku@city.aom

ori.aomori.jp）へ

北のまほろば
モニタリングバスツアー

あおもり北のまほろば歴史館、小牧

野遺跡、森林博物館を巡り、市の歴

史や民俗にふれるバスツアー。

時11月14日（水）９：30～15：30

　※駅前庁舎正面玄関に9：15集合

人20人（抽選／初参加優先）

備昼食持参／見学後アンケートの

記入あり

申問10月31日（水）消印有効で、往復

はがき（１枚２人まで）に、参加

希望者の住所・氏名・年齢・電話

番号を記入し、〒030－0801　新

町一丁目３－７　青森市役所文化

財課（☎017－718－1392）へ

講 座

募 集

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S

健
康
ナ
ビ

元
気
ま
ち

情
報
ひ
ろ
ば



時日時　所場所　内内容　対対象　人人員　料料金　備備考17 2018 年 10 月 15 日　広報あおもり

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

秋の読書週間
「あきのおはなし会」

毎週土曜日に開催している「たのし

いかみしばいのじかん」を拡大！

紙芝居や絵本の読み聞かせなどを、

親子でお楽しみください。

時11月３日（土）14：00～15：00

所市民図書館７階「おはなしのへや」

問市民図書館（☎017－776－2455）

あおもりコンピュータ・カレッジ
女子限定「女子カフェ」開催

地元で働く卒業生と話そう。来場者は

推薦入学受験料免除等の特典あり！

時11月３日（土）10：00～12：00

所問あおもりコンピュータ・カレッジ

（☎017－739－1311、 staff@

acc.ac.jp）

ニコニコ通り　秋感謝祭

時11月３日（土）15：00～18：00

所青森駅前公園、ニコニコ通り

内オリジナルねぶたの商店街パレー

ド、ジャズ演奏、津軽民謡手踊りなど

問ニコニコ通り商店会

　（工藤、☎090－3128－6622）

こころの健康展

時10月27日（土）10：00～16：00

所マエダガーラモール店１階特設会場

内精神科の病気の説明、社会復帰施

設・職種紹介、健康相談、作業体

験（レジン）等など

問青い森病院

　（木立、☎017－729－3330）

あおもり介護の魅力発信
フェスティバル2018

ワークショップなど、すべて無料で

楽しめます。ご家族でどうぞ！

時10月28日（日）12：00～14：00

所サンロード青森１階サンホール

内シニア世代＆キッズファッション

ショー、車いすでサンロードツ

アー、お仕事相談コーナーなど

問青森県老人福祉協会

　（☎017－731－3755）

森林博物館「東北おし葉標本と
津軽・南部の植物標本展」

時11月１日（木）～12月23日（日）

　９：00～16：30

所問森林博物館

　（☎017－766－7800）

内東北植物研究会会員の植物標本の

ほか、県内の植物標本を展示

料入館料…一般240円など

青函アート交流展2018 Part２

函館市から波多仲芳晴さん・大野希

さん・ささきようすけさんを迎え、

アート交流を行います。

時11月１日（木）～４日（日）

　10：00～17：00（４日15：00まで）

所協同組合タッケン美術展示館

問おどろ木ネットワーク　

　（澤田、☎080－1671－1487）

県立美術館からのお知らせ

●手の知恵：大小島真木滞在制作

画家・大小島真木が青森に滞在し、市

民と作品を制作するプロジェクト。

時10月15日（月）～11月11日（日）

●映画上映「特集“わたしの家族、

家族のわたし”」

時10月19日（金）～21日（日）

内上映作品…「煙突の見える場所」

「この広い空のどこかに」など

※詳細はお問合せください

所問県立美術館（☎017－783－3000）

犯罪被害者等支援県民フォーラム

時11月１日（木）13：30～15：45

所県民福祉プラザ４階県民ホール

内犯罪被害者遺族による講演、県警

察音楽隊による演奏など

問青森県被害者支援連絡協議会

　（☎017－723－4211）

イベント

市民センターからのお知らせ

●横内市民センターまつり（問☎017－738－8723）
10月20日（土）・21日（日）９：30～16：00※最終日15：00まで
作品展示、芸能発表、農産物即売、健康相談コーナーなど

●大野市民センターまつり（問☎017－739－6228）
11月３日（土）・４日（日）９：00～16：00※最終日15：00まで
チャリティバザー、もちつき体験（３日）、食堂（４日）など

●東部市民センターまつり（問☎017－736－6255）
11月３日（土）・４日（日）９：30～16：00※最終日15：00まで
フリーマーケット（３日）、肺がん・結核検診（３日）など
★フリーマーケット出店者募集…
　料申１区画500円／10月16日（火）９：00から東部市民センターへ

●菊花展
11月２日（金）～５日（月）９：00～22：00（初日12：00から）

●西部フォト愛好会写真展
11月２日（金）～４日（日）９：00～17：00（最終日16：00まで）

●荒川まつり（問☎017－739－2343）
11月３日（土）・４日（日）９：00～15：00
あおもりコンピュータ・カレッジ学園祭、農産物販売、ワーク
ショップ、フリーマーケット（３日）、芸能発表会（４日）など

●戸山市民センターまつり（問☎017－743－0720）
11月３日（土）・４日（日）９：30～15：00※最終日14：30まで
フリーマーケット（３日）、芸能発表会（４日）など

●北部市民センターまつり（問☎017－754－2244）
11月４日（日）10：00～15：00
作品展示、芸能発表、農水産加工品販売、食堂など

市民センターまつり

西部市民センターのイベント（問☎017－788－2491）

おじいちゃん、
おばあちゃんと
お孫さんでも
大丈夫♪
お気軽にどうぞ

ライブラリーフレンズ
川越ゆう子さん
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