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《広告》
青森競輪日程（３月後半）

問青森競輪場（☎017−787−2020）

★３月25日（月）～28日（木）は安方前売りＳＣでのみ発売
競輪は適度に楽しみましょう。車券の購入は20歳になってから。

京王閣ナイター（ＦⅠ）場外 17日（日）～19日（火）
小田原（ＦⅠ）場外 18日（月）～20日（水）
佐世保ナイター（ＦⅠ）場外 20日（水）～22日（金）
大垣ウィナーズカップ（ＧⅡ）場外 21日（木）～24日（日）
松阪（ＦⅠ）場外 25日（月）～27日（水）
福井（ＦⅠ）場外 26日（火）～28日（木）
小倉（ＧⅢ）場外 29日（金）～31日（日）
立川（ＦⅠ）場外 29日（金）～31日（日）

葵 萌輪

青森韓国学院 2019年度
韓国語講座・韓国料理講座

所青森韓国学院（長島三丁目）

●韓国語講座

料入門クラス各回500円

　初中級・会話クラス各回1,000円

●韓国料理講座

時10月24日（木）16：00～18：00

料1,000円

申問いずれも３月15日（金）～20日

（水）に、青森韓国学院（☎017－

776－3317、Ｆ017－777－9938、

anmyoungsoo1@gmail .

com）へ

青森フットケアセミナー

時３月31日（日）12：00～15：30

所西部市民センター２階学習室

内フットケア体験、足のトラブルや

病気についての講演、血糖測定等

体験コーナーなど

問フットケア学会東北事務局（工

藤内科クリニック　坂本、☎017

－766－9107）

健康ボウリング教室

時①４月２日～５月14日の火曜日

　②４月５日～５月17日の金曜日

いずれも10：30～13：00または

14：00～16：30を選択

所料ラウンドワン青森店／2,000円

申問３月29日（金）までに、日本プ

ロボウリング協会（熊谷、☎070

－1270－6928）へ

普通救命講習会

時毎月第２水曜日９：00～12：00

所消防合同庁舎４階

内人心肺蘇生法（成人）、ＡＥＤの

使用法、止血法／30人

問１週間前までに、消防本部警防課

（☎017－775－0854）へ

春のバラせん定・管理講習会

時４月６日（土）・７日（日）

　13：30～15：30※２日間同内容

所平和公園バラ園

内講師…青森ばら会

備手袋、せん定ばさみ持参で直接

会場へ

問公園河川課（☎017－761－4558）

クラス 日時

入門 第２・４火曜日15：50～17：20

初級 第２・４火曜日18：10～19：30

中級 第１・３火曜日15：50～17：20

会話 第１・３火曜日18：10～19：30

青森市を拠点に活動するサッカーチームラ

インメール青森ＦＣ。15名の新加入選手を

加え、目指せＪ３リーグ昇格！

問地域スポーツ課（☎017－718－1431）

★チケット情報・サポーターズクラブ入会等
のお問合せは、ラインメール青森ＦＣへ

問ラインメール青森ＦＣ（☎017－729－0411　

HPhttp://reinmeer-aomori.jp/）

■ラインメール青森ＦＣ県内開催試合
キックオフ 対戦チーム 会場

４/７（日）13：00 奈良クラブ 県総合運動公園陸上競技場
４/27（土）13：00 Ｈоｎｄａ  ＦＣ 県総合運動公園陸上競技場
５/19（日）13：00 МＩОびわこ滋賀 県総合運動公園陸上競技場
６/８（土）13：00 鈴鹿アンリミテッド 県総合運動公園陸上競技場
６/22（土）13：00 松江シティＦＣ 県総合運動公園陸上競技場
６/29（土）13：00 ＦＣ今治 むつ運動公園陸上競技場
７/７（日）13：00 ヴィアティン三重 弘前市運動公園陸上競技場
７/21（日）13：00 ホンダロックＳＣ 新県総合運動公園球技場
７/28（日）12：00 ヴェルスパ大分 県総合運動公園陸上競技場
９/１（日）13：00 テゲバジャーロ宮崎 新県総合運動公園球技場
９/14（土）13：00 ＦＣマルヤス岡崎 むつ運動公園陸上競技場
９/23（月）13：00 ＦＣ大阪 新県総合運動公園球技場
10/20（日）13：00 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 未定
10/27（日）13：00 東京武蔵野シティＦＣ ダイハツスタジアム
11/10（日）13：00 ソニー仙台ＦＣ 未定

ラインメール青森ＦＣを応援しよう！

☆ホームゲーム開幕戦

４月７日（日）13：00キックオフ
　VS 奈良クラブ
　会場：県総合運動公園陸上競技場

※要予約 日限定 名様まで！

送迎場所 ※青森駅交番前 出発 ： 翌朝 宿出発 ： 片道 分程度）

ご予約・お問い合わせは へ

平日限定「 泊 日の温泉旅行」

「無料送迎付き」お 人様 円 諸税込み

お電話の際は「広報あおもり」をみた、とお伝えください！

●お申込みは2名様以上でお願いします。
●あらかじめお布団を敷かせていただきます。
●4月19日までの期間限定案内です。

黒石温泉郷 花禅の庄（かぜんのしょう）

～ご夫婦やお友達同士で、どうぞご利用ください～
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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　※屋外イベントは天候により中止の場合があります

青森春まつり出店者募集

【募集内容】合浦公園…150店

　　　　　 野木和公園…15店

対市内に住所のあるかた

※１世帯１店に限る

申４月３日（水）10：00～15：00に、

申請用紙・住民票（抄本）の写し

を合浦公園管理事務所へ持参

※申請用紙は３月25日（月）～29日

（金）に公園河川課で配布

問公園河川課（柳川庁舎４階、☎
017－761－4414）

あおもりスタートアップ支援セミナー
あお★スタ

起業・創業、新たな事業展開など、

スタートアップのためのセミナー。

時３月20日（水）15：00～17：00

所AOMORI STARTUP CENTER

　（青森商工会議所会館１階）

内テーマ「地方だからこそできる

戦い方で成長スピードをあげよ

う」講師…井出康博さん（ニュー

ワールド（株）代表取締役社長）

申問青森商工会議所（☎017－734

－1311）へ

農業振興センター研修生募集

実際に作物を栽培しながら、農業の

基礎知識の習得を目指します。

時４月16日～８月１日の火・木曜日

９：00～15：00（週２回）

所農業振興センター（四戸橋字磯部）

内トマト・ピーマン・ネギ・トルコギ

キョウなどの基礎的栽培技術研修

対65歳未満のかたで、就農希望、農

業参入希望の法人職員、農業の基

礎を学びたいかたなど　※通所可

能なかたに限る

人料15人（応募者多数の場合は選考

あり）／7,000円

備４月２日（火）13：30からの受講説

明会にお越しの上、お申込みくだ

さい。※都合のつかないかたは事

前にご連絡ください。

申問４月８日（月）までに、農業振興

センター（☎017－754－3596）へ

エンターテイメントで青森を結びたい

BLUE冬大祭　追加公演

新体操の技術を学び、青森から世

界へ挑戦し続ける青森市観光大使

「BLUE TOKYO」。大好評を博した

BLUE冬大祭の追加公演が決定！

時３月31日（日）

　①12：00開演　②16：00開演

所リンクモア平安閣市民ホール

料Ａ席4,000円、Ｂ席3,000円

※チケットは会場ほか、ローソンチ

ケット、チケットぴあ、イープラ

ス、サンロード青森で販売

問BLUE ties impression

　（☎070－5367－9133）

春休み子ども空手体験会

時３月31日（日）①９：30～10：15

　　　　　　　 ②10：30～11：30

所アピオあおもり２階大研修室２

内講師…鳴海沖人さん（新極真会

青森支部長）

対①４歳以上の未就学児、②小学生

※平成31年４月時点の学年

申問新極真会青森支部（鳴海、☎
080－6007－4798、 aomori_

narumi@yahoo.co.jp）へ

イベント 募 集

講 座

市民農園の利用者募集

農園名（場所） 区画数 一区画の面積／料金 申込み・問合せ／備考

ファミリー農園
エアポートサイド
（大谷字山ノ内）

60区画 36ｍ2／6,50 0円～7,000円
※２区画以上は5,000円×区画数

電話またはFAXで、農園主（阿部、☎090－7567－
1775、Ｆ017－739－2750）へ
※契約者に紫黒米１kgまたはもち米３kgプレゼント

青森市
ふれあい農園
（四戸橋字磯部）

100区画
（個人） 33ｍ2／3,300円 ４月１日（月）から、FAX・郵送または直接、青森

市ふれあい農園（☎017－761－3082、Ｆ017－761
－3083）へ
※申込用紙は、３月15日（金）から、駅前庁舎１階総合
案内、市民図書館、各支所・市民センター、農業政
策課、ＪＡ青森市内各支店に設置

10区画
（団体） 100ｍ2／10,000円

４区画
（車椅子） ３ｍ2／無料

高齢者健康農園
（雲谷字山吹）

360区画

団体作付33ｍ2／3,780円
※ジャガイモ・ダイコンの作付に限る
※種子代、傷害保険料含む

４月４日（木）から、料金持参の上、直接、青森市
シルバー人材センター（しあわせプラザ内、☎
017－773－3604　９：00～16：00受付）へ
※市内在住のおおむね65歳以上のかたに限る自由作付33ｍ2／2,000円

※傷害保険料含む

あおもり市民
ファミリー農園
（横内字桜峰）

40区画 24ｍ2／3,000円
電話またはFAXで、管理人（小山内、☎090－1938
－5810、Ｆ017－752－6084）へ

市民農園で農作物を作ってみませんか。利用期間は、５～11月です。

申込方法・受付期間など、詳しくは各農園に直接お問合せください。※いずれも申込順
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