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平成30年度 カダールフェスタ（市民活動企画展）

１/19（土）～27（日）男女共同参画プラザ「カダール」（アウガ５・６階）、駅前スクエア（駅前庁舎１階）

男女共同参画の視点で活動している市民団体が、日頃の活動を発表します。どうぞお楽しみに！

※一部事前申込みが必要です。詳細はプログラムをご覧いただくか、お問合せください。

問男女共同参画プラザ「カダール」（☎017－776－8800）

★カダールフェスタ オープニングイベント　１月19日（土）13：30～15：00
　盲目のシンガーソングライター　板橋かずゆきコンサート＆講演会
　　　　　　～あきらめない心、生きるよろこびをうたう～（参加団体PR映像あり）
　申住所・氏名・年齢・電話番号を、カダール（☎017－776－8800、Ｆ017－776－8828、
　　 kadar-kouza@kadar-acor.jp）へ

いろいろな活動を
ぜひご覧ください！

開催日時 タイトル 団体

１/19
（土）

10：00～12：10 日々　いきいきと過ごすために！ 青森県生涯学習インストラクターの会
18：30～20：00 ジャズダンス☆ベリーダンス☆キッズチア ダンスブライト　ほか
10：30～15：00 ＜駅前スクエア＞展示・販売・ワークショップ（～20日） フローラ愛花

１/20
（日）

10：00～12：10 手芸教室　バスカード入れづくり（材料費500円） 青森市母子寡婦福祉会
13：00～14：00 真冬のハワイアンミュージック わだよしのり＆ヒマナスターズ
13：00～16：00 パステルアートとフラダンス体験（材料費800円） 青森フラオハナ
13：30～14：30 活き・息・笑って健康づくり　ラフターヨガ 男の生き方塾10期生「ジョッキーズ」
14：00～15：30 市民講座「犯罪の被害にあうということ」 （公社）あおもり被害者支援センター
15：45～17：20 活き・息・健康づくり　スポーツ吹矢を始めよう（材料費110円） 男の生き方塾10期生「ジョッキーズ」
10：00～16：00 ＜駅前スクエア＞展示・販売・ワークショップ（～21日） プチマルシェ

１/21
（月）

10：00～15：00 マクラメ作品展示と体験（雛人形色紙飾り　材料費1,000円）（～22日） 楓サークル
13：30～15：00 みんなで歌おうコンサート 歌声講座「マロニエの会」
13：30～15：30 伝えたい、話しましょう、宣言から20余年～青森市男女共同参画推進表彰を受賞して～ 企画集団プティジュール
９：00～18：00 ＜駅前スクエア＞展示（～22日） フローラ愛花
13：00～15：00 ＜駅前スクエア＞ワークショップ パソコン愛好会青森

１/22
（火）

９：30～12：00 かしこい消費者になろう！ 青森県消費生活センター
10：00～11：30 まずはできること！始めてみませんか？ ドリーミー
13：00～15：00 パソコン・スマホ・タブレットを便利に！！ パソコン愛好会青森
13：00～15：00 誰にもやさしくできる朗読詩吟の体験学習 朗読吟詠交流　山彦会
13：20～15：40 春にうたう 青森市吟剣詩舞道連盟
10：00～15：00 ＜駅前スクエア＞販売＆ワークショップ（～23日） 地域交流育成福祉活動支援おひさまの村

１/23
（水）

13：00～15：40 “カダールdeシネマ”「Girl Rising～私が決める、私の未来」無料上映会＆シネマカフェ カダール、すすめる会（シネマ部会）
10：00～15：00 ＜駅前スクエア＞販売 すすめる会

１/24
（木）

10：00～11：30 クイズで「くらし塾」遊び心で学ぶワーク 木蓮の会
13：30～15：00 元気あっぷる体操で寒さをぶっとばす！ 青森県老連健康福祉大学　一八会
９：00～17：00 ＜駅前スクエア＞展示、販売 青森市ろうあ協会、青森県手話サークル

「スクラム」、青森県手話問題研究会青森班18：30～20：30 手で話そう！人と人とが手話で心が繋がる喜び
９：00～18：00 ＜駅前スクエア＞展示（～26日） いけばなサークル　豊扇会

１/25
（金）

10：00～11：30 体をほぐし、すっきりしましょう！ プチマドンナ
10：00～12：00 聞いて！見て！スポーツ推進委員 青森市スポーツ推進委員協議会
13：30～15：30 突然、介護が必要になったらどうしよう～その時あなたは～ すすめる会（心とからだの健康を考える部会）
14：00～15：30 ステップアップ・ウオーキング 青森ウオーキングクラブ
14：00～15：45 認知症を知ろう～あなたと私のための「認知症サポーター養成講座」～ NPO法人あおもりダイバーシティ
13：00～15：00 ＜駅前スクエア＞ワークショップ パソコン愛好会青森

１/26
（土）

10：00～12：00 自然エネルギーの地産地消について Ⅰ女性会議青森支部
10：00～12：00 家族になるって、オモシロイ NPO法人プラットフォームあおもり
10：00～14：00 アロマとプリザーブドフラワー体験（材料費800円）（～27日） フローラ愛花

10：30～11：30 ユニバーサルファッションショー＆ダンス あおもりファッション協会、福士房子と
なかまたち、モダンダンス・ウェーブ

13：30～16：00 いけばな体験してみませんか（材料費1,000円） いけばなサークル　豊扇会
13：30～15：30 自分らしく生きる女性たち～ここ青森県で～ ネットワークＡ・Ｌ
14：00～15：30 もう１つの朗読会 チーム紬～つむぎ～
18：30～20：30 あおもりをテーマにした朗読会　vol.６～様々なカタチの愛～ すすめる会（企画クリエイティブ部会）ほか
12：00～17：00 ＜駅前スクエア＞展示、販売 あおもりファッション協会

１/27
（日）

10：00～16：00 きこえのことで悩んでいませんか？相談会 青森県難聴者・中途失聴者協会青森支
部、青森県要約筆記問題研究会青森支部

11：00～11：30 オーケストラ、小編成の楽しみ 青森ジュニアオーケストラ
14：00～15：20 ダンス！DANCE！だんず～vol.６ グループ33
14：00～16：00 日本女性会議2018イン金沢！！参加報告会 すすめる会（研修・交流部会）
９：30～15：30 ＜駅前スクエア＞販売 NPO法人子育て応援隊ココネットあおもり

★カダール展示のみ参加…沖館川をきれいにする会、あおもり子ども劇場
★駅前スクエア展示…すすめる会、青森県消費生活センター、（公社）あおもり被害者支援センター、地域交流育成福祉活動支援おひさまの村、NPO法人子
育て応援隊ココネットあおもり、NPO法人プラットフォームあおもり　※すすめる会＝NPO法人あおもり男女共同参画をすすめる会
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市民図書館からのお知らせ

問市民図書館（☎017－776－2455）

●市民図書館　開館時間変更

１月２日（水）～31日（木）は開館時間

を１時間繰り上げ、９：00～21：00

の開館となります。自主学習などに

ご利用ください。

※各市民センター・浪岡中央公民館

の図書コーナーは時間変更なし

●市民センター等の図書コーナー
　一時休止

蔵書点検のため、下表の日程で休止

棟方志功記念館　年始の開館

正月三が日も開館。冬の展示「ヨロ

コビノウタ」をぜひご覧ください。

【開館時間】９：30～17：00

料一般500円、学生（大学、専門学

校等）300円、高校生200円、小・

中学生は無料

問棟方志功記念館

　（☎017－777－4567）

カダール託児室

催事や図書館利用のほか、買い物や

通院のときも利用できます。

時休館日を除く毎日９：00～21：30

所問男女共同参画プラザ「カダール」

　（☎017－776－8800、HPhttp://

www.kadar-acor.jp/）

対１歳６か月～就学前の幼児

料１時間600円（１日３時間まで）

申前日までに、カダールへ

※やむを得ず当日利用希望の場合

は、電話でご相談ください。

ハローワーク青森からのお知らせ

１月８日（火）から、職業相談・職業

紹介サービスの利用時間が変更にな

ります。

●火・水・木曜日

　変更前…８：30～19：00

　変更後…８：30～18：30

※月・金曜日の利用時間（８：30～

17：15）に変更はありません。

問ハローワーク青森（☎017－776

－1561　音声案内51＃）

アコール階段ギャラリー

楽絵の会・なごみの会 新春絵手紙展

時１月５日（土）～31日（木）

　９：00～21：00 ※13日（日）休館

所問働く女性の家「アコール」

　（☎017－723－1700）

講談会「八甲田山」吹雪の惨劇

時１月20日（日）11：00～12：00

所森林博物館

内坂本そくしゅうさんによる「八甲

田山雪中行軍」の講談

料入館料…一般240円、高校・大学生

120円、中学生以下・70歳以上無料

問森林博物館

　（☎017－766－7800）

青森県明るい選挙啓発ポスター
コンクール入賞作品展

時１月23日（水）～30日（水）

　９：00～22：00※23日（水）は17：00

から、30日（水）は15：00まで

所中央市民センター

問選挙管理委員会事務局

　（☎017－734－5822）

ミニコンサート・楽器体験会

時１月13日（日）

　13：30～14：30（受付13：00～）

所中央市民センター４階小ホール

対６歳～高校生

問青森ジュニアオーケストラ事務局

　（☎090－6855－1450）

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

イベント

お知らせ

（公財）明るい選挙推進協会会長・都道府県選
挙管理委員会連合会会長賞

大野小学校３年　佐藤彪琉さん

第16回　細野相沢冬物語

時２月２日（土）17：30受付開始　18：00開会式

所浪岡細野山の家（浪岡大字細野字沢井37－３）

料前売券…大人2,500円、小・中学生500円

　当日券…大人3,000円、小・中学生500円

　（食券・飲み物券付）※電話予約可
　★前売券発売所
　　浪岡細野山の家、地域づくり振興課、道の駅「なみおか」
　　アップルヒル、浪岡交流センター「あぴねす」

雪深い山間の集落で、ろうそくとたき火の幻想的な雰囲気

のなか、手作りの田舎料理を堪能しながら、アトラクショ

ンや打ち上げ花火を楽しみませんか？

備会場までの往復連絡バス（要予約／無料）

　①市役所本庁舎（16：30発）

　②浪岡庁舎（17：00発）

　③ＪＲ浪岡駅（17：15発）

問浪岡細野山の家（☎0172－62－3129）

　地域づくり振興課（☎0172－62－1127）

西部市民センター １月15日（火）

東部・沖館市民センター １月16日（水）

横内・荒川市民センター １月17日（木）

大野市民センター・
北部地区農村環境
改善センター

１月18日（金）

古川・戸山市民センター １月29日（火）

浪岡中央公民館 １月30日（水）
　　31日（木）

中央市民センター １月31日（木）

油川市民センター ２月１日（金）
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