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サークル体験講座

自家製天然酵母のパン作り

時２月９日（金）10：00～13：00 

所働く女性の家「アコール」

内卵、乳製品、油不使用のパン作り

対料高校生以上／1,200円

備エプロン・ふきん・筆記用具・

持ち帰り用手提げ袋を持参

申問１月５日（金）13：00から、ア

コール（☎017－723－1700）へ

職業訓練見学・説明会

時１月16日（火）10：00～12：00

内CADオペレーション科

所 申 問ポリテクセンター青森（☎
017－777－1234）へ

甲種防火管理新規講習・
乙種防火管理講習

時２月15日（木）・16日（金）

　９：30～17：00※乙種は15日のみ

所消防合同庁舎

料3,780円（テキスト代）

備青森消防本部管内（青森市、今

別町、外ケ浜町、平内町、蓬田

村）の事業所等を優先

申１月９日（火）～12日（金）に、受

講申請書、本人確認書類を持参

し、直接消防合同庁舎または浪岡

消防署へ　※申請書は消防本部備

付け。青森消防本部・青森地域防

災協会ホームページからダウン

ロード可

問消防本部予防課

　（☎017－775－0853）

冬期おもてなし 初級中国語講座

時１月11日～３月の木曜日（全11回）

　18：00～19：30

所古川市民センター

料3,000円（新規別途テキスト代あり）

申 問１月７日（日）までに、青森市

日中友好協会（川村、☎017－781

－7165）へ

放送大学で学びませんか

テレビやインターネットで授業を行

う通信制の大学です。平成30年度４

月生の出願期間は３月20日までで

す。お気軽にお問合せください。

問放送大学青森学習センター（☎
0172−38−0500、 HP http://

www.ouj.ac.jp）

いよいよ１月20日（土）ＡＯＭＯＲＩトリエンナーレ2017開幕！

オープニングは、ディレクターやアーティストによるイベントが

目白押し。作品のエピソードや背景など、貴重なお話を聞ける企

画が盛りだくさんです。ぜひご参加ください。

▲真冬の青森を象徴する「雪降るポスター」が、
トリエンナーレのメインビジュアルに決定！！

【申込み・問合せ】ＡＯＭＯＲＩトリエンナーレ2017実行委員会事務局

（文化スポーツ振興課内、☎017－718－1432、HPhttp://aomori-triennale.jp/）

アーティスティックディレクター　椿 昇さんによる、青森市と

日本の未来を考えるレクチャー
時１月19日（金）13：00〜14：00　所ホテル青森３階  孔雀の間
申事前に、電話で実行委員会事務局へ

ディレクタートーク

作者本人による解説を聞きながら鑑賞ができる、またとない機会
時１月20日（土）13：30〜　所国際芸術センター青森
申当日、直接会場へ

アーティストによる作品解説ツアー

ディレクターとアーティスト陣によるトークセッション
時１月21日（日）13：30〜15：00　所新町キューブ グランパレ
申事前に、電話で実行委員会事務局へ

アーティストトーク

時１月27日（土）13：30〜15：00　所国際芸術センター青森
申事前に、電話で実行委員会事務局へ

池上高志＋植田工 トークセッション

〔Classical部門〕
棟方志功国際版画大賞

２月３日（土）～18日（日）
県立美術館コミュニティギャラリー
※休館日等あり

〔Unlimited部門〕
招へいアーティストによる作品展示

１月20日（土）～３月４日（日）
国際芸術センター青森（ACAC）・八甲田丸
※休館日等あり
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あおもり歴史トリビアを読む会

書写された江戸時代の村絵図

―天和書上絵図

時１月17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40人

申問１月４日（木）から、歴史資料

室（☎017－732－5271　月～金曜

日９：00～17：00受付　※祝日除

く）へ

市民図書館講座　
冬に楽しむ青森県出身作家の文学作品

時１月24日（水）10：30～12：00

所市民図書館８階会議室２

内講師…竹浪直人さん（県近代文

学館　文学専門主査）

申問１月４日（木）～13日（土）に市民

図書館（☎017－776－2455）へ

スポーツ教室

時１月17日（水）、２月21日（水）、

　３月28日（水）19：00～21：00

内カーリング実技指導・夜の部

対料小学４年生以上／個人利用券

所申問開催月の１日から、直接、

みちぎんドリームスタジアム（☎
017－765－6200）へ

野菜とハーブの初心者講習会

時１月19日（金）10：00～15：30

所荒川市民センター２階会議室Ａ

内土づくり、ハーブの栽培と利用

方法、野菜の栽培方法

問農業振興センター（☎017－754

－3596）

市民スクール　応募多数の場合は抽選／少数の場合中止／受講キャンセルは開始１週間前まで

開催場所 番号 講座名 開催日時 対象／人員 料金

中央市民センター
1 プリザーブドフラワーアレンジで飾る “シンデレラのハイヒール” ２/16（金）10：00～12：00 18歳以上12人 2,500円
２ 本場のうどんをお家でも！ ～讃岐うどん教室【冬】～ ２/22（木）16：00～18：30 18歳以上10人 1,200円

東部市民センター ３ エアロビクス＆ストレッチ ～運動不足を解消しよう～ ２/３～17の土曜日10：00～12：00 18歳以上30人 無料

戸山市民センター
４ 料理教室　だしを活用しよう！ ２/３（土）10：00～13：00 18歳以上12人 1,000円
５ 孫育て・子育てでつかえる　日常英会話 ２/６～20の火曜日10：00～12：00 18歳以上10人 無料

西部市民センター
６ 雪だるま作ろう（昼食付き！） ２/３（土）10：00～13：00 ３歳～小学生10人 無料
７ 短歌 de 脳トレ ～冬～ ２/５（月）・19（月）10：00～12：00 18歳以上15人 無料

市民センターの講座　申込みは各開催場所へ（申込順※一部抽選）／少数の場合中止／受講キャンセルは開始１週間前まで

講座名 開催日時 対象／人員 料金 申込方法

●東部市民センター　☎017－736－6255
税務署が教える ～確定申告に関するやさしいお話～ １/19（金）10：00～12：00 18歳以上20人 無料 １/４（木）９：00～電話・来館
小川先生の料理教室 ～おいしい・かんたん『中華編』～ ２/５（月）10：00～13：00 18歳以上15人 1,000円 １/５（金）９：00～料金持参で来館

●横内市民センター　☎017－738－8723
お菓子作り教室「チョコレートムース」 １/28（日）10：00～13：00 18歳以上12人 2,000円 １/４（木）10：00～電話・来館

●油川市民センター　☎017－788－1201
初心者の為の津軽三味線教室　NO.２ １/12～２/９の金曜日10：00～12：00 18歳以上３人 2,000円 １/４（木）９：00～電話・来館
税務署が教える確定申告のお話 １/16（火）10：00～12：00 18歳以上30人 無料 １/４（木）９：00～電話・来館
畳のへりでポシェット作り １/17～31の水曜日10：00～12：00 18歳以上10人 2,800円 １/５（金）９：00～電話・来館

●荒川市民センター　☎017－739－2343
簡単パンでブランチメニュー １/19（金）・26日（金）10：00～13：00 18歳以上16人 2,400円 １/４（木）９：00～電話・来館
飲む点滴！　麹の甘酒＆塩麹作り教室 ２/７（水）10：00～12：00 18歳以上16人 500円 １/22（月）９：00～電話・来館

［申込方法］　１/15（月）必着で、必要事項を記入の上、下記の方法でお申込ください。※１/22（月）から結果通知
●申込用紙（キッズスクールはなし／各市民センター・勤労青少年ホーム・浪岡中央公民館に備付け。市ホームページ掲載）
●往復はがき（１講座１枚）　　●FAX（コンビニ等不可）　　●Ｅメール（件名「○○スクール申込」）

［必要事項］　①住所　②氏名（ふりがな）　③年齢（学年）　④性別　⑤電話番号　⑥講座番号・講座名
［申込み先］　〒030－0813　松原一丁目６－15　中央市民センター　Ｆ017－775－7048　 center-koza@city.aomori.aomori.jp
［問合せ先］　中央市民センター（☎017－734－0164）

キッズスクール　開催場所：中央市民センター　対象：小学生

番号 講座名 開催日時 対象／人員 料金
１ キッズパティシエ「今年のバレンタインは手作りカップケーキ！」 １/27（土）10：00～12：00 ３～６年生15人 600円
２ キッズ鬼ごっこ「戦術で勝利をつかめ！『スポーツ鬼ごっこ』」 １/27（土）13：00～15：00 １～６年生20人 無料
３ キッズベーカリー「節分だ　鬼の顔したパンを作ろう」 ２/３（土）10：00～12：00 ３～６年生18人 500円
４ キッズアウトドア「エスキモー体験！みんなで作る雪の家“イグルー”でカレー！」 ２/３（土）10：00～13：00 １～６年生30人 無料
５ キッズYummy！「福を呼ぶ！手作り恵方巻き」 ２/３（土）14：00～16：00 ３～６年生15人 600円
６ キッズパティシエ「バレンタイン！アイシングクッキーでアタック！」 ２/10（土）10：00～12：00 １～６年生20人 600円
７ キッズフローリスト「フラワーアレンジメントで春を迎えよう」 ２/17（土）10：00～12：00 ３～６年生15人 500円

講 座

農業振興センター
森内晴也

申込不要です。

お気軽にお越し

ください！

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
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