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市民センターのたのしいおはなしかい

タイトル・対象 開催日時

おひざにだっこのおはなしかい
対０～３歳児と保護者

毎週金曜日（23日除く）
11：00～11：20

たのしいかみしばいのじかん
対３歳～小学校低学年と保護者

毎週土曜日
14：00～14：30

わくわく おはなしかい
対０歳～小学校低学年と保護者

毎週日曜日
11：00～11：30

市民図書館のおはなし会※10月１日（月）～14日（日）はお休み

会　　場
開催日

10月 11月 12月

横内市民センター（第１火曜日） ２日 ６日 ４日
浪岡中央公民館　（第１水曜日） ３日 ７日 ５日
沖館市民センター（第１木曜日） ４日 １日 ６日
大野市民センター（第１金曜日） ５日 ー ７日
東部市民センター（第２火曜日） ９日 13日 11日
中央市民センター（第２木曜日） 11日 ８日 13日
戸山市民センター（第２金曜日） 12日 ９日 14日
荒川市民センター（第３火曜日） 16日 20日 18日
油川市民センター（第４火曜日） 23日 27日 25日
北部地区農村環境改善センター（第４水曜日） 24日 28日 26日
西部市民センター（第４木曜日） 25日 22日 27日

時いずれも11：00～11：20
対０～６歳児と保護者

絵本の読み聞かせ・紙芝居、おすすめ本の紹介をします。

10・11・12月のおはなし会 平成30年度

第２回おはなし・読み聞かせ講習会

大人のための朗読会「没後70年太宰治を読む」

ボランティア活動として、保育園・児童館・学校等で子ど

もにおはなしや読み聞かせをしたいかた、現在活動をして

いるかたを対象とした講習会です。

時10月17日（水）・31日（水）、11月13日（火）10：30～12：30

所市民図書館８階会議室２

内おはなし（ストーリーテリング）の仕方や、絵本・紙

芝居の読み聞かせ方についての講義、実演・実習等

対市内在住で、全日程に参加できるかた（再受講可）

人25人（抽選）※子ども同席不可

申９月15日（土）～30日（日）必着で、申込用紙を市民図書

館８階へ直接持参、または電話・FAX・郵送で、

　〒030－0801　新町一丁目３－７

　青森市民図書館読書支援サービス

　チーム　へ

※申込用紙は市民図書館、各

市民センター・浪岡中央公

民館で配布しているほか、

市民図書館ホームページに

も掲載

時９月30日（日）15：00～17：00

所市民図書館８階会議室２

内対言葉のちから・声のあかりプロジェクトチームによ

る朗読／中学生以上

申９月16日（日）～28日（金）に、市民図書館へ

市民図書館からのお知らせ

市民センターからのお知らせ

問市民図書館（☎017－776－2455、Ｆ017－776－2400、
　　　　　　　HPhttp://www.library.city.aomori.aomori.jp/new-hp/enter/enter.html）

対幼児～小学生と保護者

青森市読書団体連絡会によるおはなし会

会　　場
開催日

時　　間10月 11月

油川市民センター 20日（土） 17日（土） 10：30～11：30
中央市民センター 28日（日） 25日（日） 11：00～11：30
戸山市民センター ー 25日（日） 11：00～12：00

中央市民センターまつり

西部市民センターのイベント

古川市民センターまつり＆古小まつり
時10月６日（土）・７日（日）10：00～16：00

　（７日は15：00まで）

※６日９：30～　オープニングセレモニー（コーラスなど）

所問中央市民センター（☎017－734－0164）

内作品展示、芸能発表、バザー、プラネタリウム特別

番組、各種体験（キッズお茶席（６日のみ）、ミニＳＬ

乗車、木登り）など

●押し花くらぶ作品展
時10月１日（月）～８日（月）９：00～20：00

　（初日は13：00から）

●新城緑ケ丘町会　写真・絵画展
時10月16日（火）～22日（月）８：30～22：00

　（最終日は16：00まで）※21日（日）休館

所問西部市民センター（☎017－788－2491）

時９月29日（土）・30日（日）９：00～15：00

※古小まつりは30日のみ開催

所問古川市民センター（☎017－776－8082）

内芸能発表（29日のみ）、作品展示、プール無料開放、

野菜即売会、古小ＰＴＡによる飲食コーナー　など

★古小まつりでは、ビンゴゲーム、縁日コーナー、おば

け屋敷、ねぶた囃子演奏が楽しめるよ♪

青森市読書団体連絡会会長
西村惠美子さん
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チャレンジ！ パソコン講座
中央市民センター開催講座　所問中央市民センター（☎017－734－0164）　〒030－0813 松原一丁目６－15
番号 講   座   名 内　　　　容 開　催　日　時
パソコンを初めて操作するかた向けの講座（基礎）

A29 パソコンはじめの一歩 マウス・キーボード操作や文字入力などを中心に学習
10/16（火）・17（水）
（全２回）10：00～12：00

文字入力のできるかた向けの講座（応用）

A30 デジカメ写真活用術
デジカメで撮影した写真をパソコンに保存・整理し、Wordやフリーソフトでの活
用＆編集方法を学習※デジカメ持参（貸出あり。申込時に希望の有無を明記）

10/10（水）
10：00～15：00（昼休みあり）

A31
ネットショッピングを
楽しもう

ホームページの検索から始め、ショッピングサイトで商品を検索・比較
し、安心して購入するための色々な情報の活用方法を学習

10/11（木）・12（金）
（全２回）10：00～12：00

A32 エクセルステップアップ
「Excelの基礎を学ぼう」のステップアップとして、表を作成する上での
色々な機能を学習し、実践的な表を作成

10/16（火）・17（水）
（全２回）13：30～15：30

A33 Wordで本を作ってみよう 応用的な操作を活用して簡単な本（小冊子・自分史など）を作成
10/18（木）・19（金）
（全２回）10：00～12：00

A34 エクセルの小技 操作に慣れてきたかたのために、表を作成する上で便利な小技を紹介 10/20（土）10：00～12：00

対人料18歳以上／各20人（いずれも抽選※申込者少数時中止あり）／各1,500円※A34のみ1,000円
申往復はがき（１講座に１枚）の往信用の裏面に、住所・氏名・年齢・電話番号・講座番号・講座名を、返信用の表面に住

所・氏名を記入し、開催場所の市民センターへ（９/25（火）必着）※抽選結果は９/28（金）以降に通知。
備OSはWindows７、ソフトはoffice 2013を使用。共催：NPO法人IT支援ネットあおもり

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

青森公立大学 公開講座
時①15：00～16：00　②～⑤14：00～15：00

所①ラ・プラス青い森２階　②～⑤アウガ６階まちなかラボ

申開催日前日までに、はがき・FAX・メールに、住所・氏名・電話

番号・希望日を記入し、〒030ー0196　合子沢字山崎153－４　

青森公立大学地域連携センター公開講座係（Ｆ017－764－

1593、 kouza@b.nebuta.ac.jp）へ

※申込み後、当日直接会場へ

　（受講不可の場合のみ電話連絡）

問青森公立大学（☎017－764－1589、

　HPhttps://www.nebuta.ac.jp/）

［テーマ］統計で知る青森
回 開催日 内容／講師

① ９/22（土）
「人気番組はデータがつくる」
　ラジオパーソナリティ　青山良平さん

② 10/５（金）
「所得格差と貧困問題」
　青森公立大学　大矢奈美准教授

③ 10/12（金）
「あおもりの子どもと子育て」
　青森県統計分析課　上野茂樹さん

④ 10/19（金）
「知ることから始めよう！データから見える地域の進路」
　青森公立大学　野呂拓生准教授

⑤ 10/26（金）
「家計からみえるふるさと」
　青森県統計分析課　工藤正明さん

はまなす会館の教室　申電話ではまなす会館（☎017－738－4821）へ

教室名 開催日時 対象／人員 料金
ベリーダンス 10/１～12/17の月曜日19：30～21：00（全11回） 10人 １回800円
３Ｂ体操 10/５～12/21の金曜日13：00～15：00（全11回） 15人 月額2,000円
実用書道・ペン習字（選択） 10/３～12/19の水曜日10：00～12：00（全12回） 12人 書道8,250円 ペン習字9,250円

洋裁教室
10/２～12/25の火曜日10：00～12：30（全13回）

各10人 月額3,000円（教材費別途）
10/３～12/26の水曜日①10：00～12：30　②13：30～16：00（全12回）

ヨガ教室
10/２～12/25の火曜日18：30～20：00（全12回）

女性10人 9,000円10/３～12/26の水曜日10：00～11：30（全12回）
10/４～12/27の木曜日10：00～11：30（全12回）

赤ちゃん食育ヨガ（酵素玄米付） 10/５～12/21の金曜日10：00～12：00（全11回） 親子10組 月額4,000円

フラワーアレンジメント
10/２～12/25の火曜日11：00～13：00（全13回）

各10人 １回3,200円
10/４～12/27の木曜日18：00～20：00（全13回）

モダン生け花
10/２～12/25の隔週火曜日11：00～12：30（全７回）

各10人 １回2,700円
10/４～12/27の隔週木曜日18：30～19：30（全７回）

プリザーブドフラワー 10/20、11/17、12/15の土曜日10：00～12：00（全３回） 10人 １回4,200円

スポーツ教室　申直接、開催会場へ ★詳細はスポーツネット青森ホームページ（HPhttp://miz-ss.com/sportsnet-aomori/top/）

教室名 開催日時 対象／人員 料金 申込み

●みちぎんドリームスタジアム（スポーツ会館）　☎017－765－6200
チャレンジ!カーリング 10/８（月）13：00～15：00 小学４年生以上の未経験者10人 500円 10/７（日）まで
カーリング実技指導 10/４～３/28の木曜日13：00～15：00 小学４年生以上10人程度 個人利用料 当日会場へ
カーリングNEXT 10/21（日）14：00～16：00 小学４年生以上の経験者10人 500円 10/20（土）まで

ロコモ・リズムストレッチ＆生き活きステップ ①木曜日コース②金曜日コース
①②ともに10：00～12：00

介護認定を受けていない60代・
70代のかた　各コース25人

月額
2,000円 随時

●スポーツ広場　☎017－764－5525
ラグビー教室 10/８（月）10：00～12：00 小学生40人　中学生30人 無料 ９/15（土）～
●カクヒログループスタジアム（市民体育館）　☎017－743－3361（受付９：00～20：00）
市民体育祭　体力測定 10/８（月）13：30～17：00 ー 無料 ９/15（土）～
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