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　初心者大歓迎です。
と　き　１月16日～　隔週水曜日
　　　　午前10時～正午
ところ　南公民館
定員・月謝　15人・2,500円
持ち物　大正琴（貸し出し可）、
　　　　アンプ、筆記用具
申し込み先　教室事務局・今泉
　　　　　　（☎㉒3385）

大正琴教室参加者募集大正琴教室参加者募集

　誰でも簡単にできます。ぜひ参加し
てみませんか。
と　き　１月15日～　毎月第２～４火曜日
　　　　午前10時～正午
ところ　南公民館
月　謝　3,000円(入会時1,000円別途)
持ち物　着物一式、袋帯
申し込み先　教室事務局
　(小泉着付け教室☎080-1655-3201）

前結び着付け教室前結び着付け教室

応募資格・募集人員　県内在住の満20歳以上のかた・100人程度
期　　間    20年４月から２年間
仕事内容　アンケートに対する回答（年３回程度）
応募方法　必要事項を記入の上、はがきまたは電子メール
必要事項    郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、職業、電話
　　　　　番号、応募理由、各種モニターの経験、携帯電話以外の電子メールア
　　　　　ドレス（ある場合）
応募締め切り　１月31日（当日消印有効）
※結果は３月末までに全員に通知します。１年ごとに記念品を贈呈します。
申し込み・問い合わせ先　〒030-8570　青森市長島１丁目１－１　
　青森県企画政策部政策調整課広報広聴グループ　県政モニター係
　（☎017-734-9138・メールアドレス：koho@pref.aomori.lg.jp　

県政モニターを募集しています県政モニターを募集しています

　健康で長生きできる丈夫な体づくり
をしませんか？気軽にご参加ください
活動日　３月から
問い合わせ先　事務局・河野
　　　　　　　（☎㉓2241）

十和田ウォーキングクラブ会員募集十和田ウォーキングクラブ会員募集

　部員56人が元気に歌います。会場で
お待ちしています。
と　き　２月２日㈯　
　午後１時開場　午後１時30分開演
ところ　市民文化センター
曲　目　「ごんぎつね」、オペレッタ
　　　　「キッチンパニック」ほか
入場料　無料
賛助出演　十和田中学校吹奏楽部
問い合わせ先　南小学校・木村
　　　　　　　　（☎㉓2285）

南小学校合唱部定期演奏会南小学校合唱部定期演奏会
と　き　２月３日㈰
　午後１時開場　午後１時30分開演
ところ　市民文化センター
内　容　全日本吹奏楽コンクール東北
　大会銀賞受賞曲｢新しい日が明ける｣
　ほか
入場料　無料
賛助出演　北園小学校合唱部、
　先生がたによる応援隊｢北園座｣
問い合わせ先　北園小学校
　　　　　　　（☎㉓4361）

北園小学校吹奏楽部定期演奏会北園小学校吹奏楽部定期演奏会

　先の大戦で父を亡くした戦没者の遺
児を対象として、父の戦没した旧戦域
を訪れ、慰霊追悼を行うと共に、同地
域の住民と友好親善を図ることを目的
としています。費用は、賛助金一律10
万円（沖縄戦域は５万円）です。
問い合わせ先

▼日程の詳細：財団法人日本遺族会
　事業係(☎03-3261-5521内線3656)  

▼参加申し込み・日程詳細：
　財団法人青森県遺族連合会
　(☎017-722-4819）

戦没者遺児による慰霊友好親善事業戦没者遺児による慰霊友好親善事業
（平成 19年度追加事業）参加募集（平成 19年度追加事業）参加募集

対　象　20歳～59歳のかた(10人)
委嘱期間　20年４月～21年３月の１年
　　　　　間
活動内容　

▼職場見学など ▼航空機体験搭乗など

▼アンケート調査・モニター会議
申込期限　１月31日
申し込み先　はがきで必要事項（住所
　氏名・年齢・電話番号）を記入し
　〒033-8604　三沢市後久保125－７
　航空自衛隊三沢基地渉外室広報班　 
　（☎534121内線3313）

平成20年度三沢基地モニター平成20年度三沢基地モニター

馬事公苑からのお知らせ
■駒っこランド絵画展
　ふぉるむ油絵展～畠山木絵作品展～
と　き　１月４日㈮～31日㈭
ところ　馬事公苑（交流館）
問い合わせ先　馬事公苑（交流館）
　　　　　　　（☎⑳6020）
■駒っこランド　雪国馬そりツアー
と　き　２月２日㈯～24日㈰
　　　　（毎週土・日曜日、祝日）
　　　　午前10時～午後１時
ところ　馬事公苑
内　容　 ▼こたつ馬そり運行
　馬そりに乗せた「こたつ」に入りな
　がら、雪国体験をします
※平日は通常の馬そり運行です。

▼「かくまき」「わらぐつ」冬体験
　「かくまき」に身を包み、「わらぐ
　つ」をはいて、雪国体験をします

▼郷土の古い手技実演・体験
　２日㈯・３日㈰　「わらぐつ」製作
　９日㈯～11日㈪　「南部裂織」製作
　16日㈯・17日㈰ 
　「きみがらスリッパ」製作
　23日㈯・24日㈰ 「バオリ」製作
問い合わせ先　駒っこ牧場
　　　　　　　（☎⑳6022）
■駒っこ牧場・冬休み特別企画
　牧場の朝を体験しよう。
対　象　５歳～小学校２年生、小学３
　　　　年生以上（各４人）　　
と　き　１月12日㈯　午前９時～11時
ところ　駒っこ牧場（馬事公苑内）
内　容　馬の世話、乗馬など
費　用　1,000円
持ち物　汚れても良い服装、軍手
申し込み・問い合わせ先　
　駒っこ牧場（☎⑳6022）

　ご来店に感謝し、ガラポン大会をし
ます。
と　き　１月１日㈫～３日㈭
　１日㈫　午前７時～午後６時
　２日㈬・３日㈭　午前７時～午後８時
ところ　道の駅とわだ
内　容　

▼もちつき大会　１日　午後２時
　２日･３日 午前11時・午後２時

▼ガラポン大会(お買い上げのかた)
　１日～３日
問い合わせ先　道の駅とわだ
　　　　　　　（☎㉘3790）

道の駅とわだ  開運もちつき大会・道の駅とわだ  開運もちつき大会・
ガラポン (抽選 )大会ガラポン (抽選 )大会

。

はたけやまき　え

・
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