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X’masステンドグラス講座

時11月13日（水）・27日（水）

　９：30～12：00（２回連続）

内講師：大谷真知子さん

人料10人（抽選）／3,500円

備エプロン、ハサミ、軍手、ゴム手

袋、割り箸、タオル（古布）持参

所申問10月29日（火）までに、電話

または直接、働く女性の家「ア

コール」（☎017ー723ー1700）へ

介護職×初級講座

福祉現場で必要な、知識や技術を習得

するための講習会を開催。資格を取得

したが就労していないかた、復職に不

安があるかたはぜひご参加ください。

時10月23日（水）

　９：50～12：00（受付９：30～）

所県民福祉プラザ

内人体験しよう！高齢者疑似体験と

介護ロボット／20人

申問10月18日（金）までに、県福祉人

材センター（☎017ー777ー0012）へ

青森県消費者問題研究会
定例セミナー

時10月20日（日）13：00～14：30

所県民福祉プラザ４階小研修室

内人「キャッシュレス決済利用アン

ケート調査の結果と今後の課題」

講師：坂本久美子さん（消費生活

アドバイザー）／15人

問県消費者問題研究会

　（福田、☎0172ー39ー3272）

ＩＴ新技術活用セミナー

時11月７日（木）13：00～17：00

内新技術（ｌｏＴ、ビッグデータ、

ＡＩ、クラウド等）の概要や導入

事例紹介

対人料企業にお勤めで事業主から指

示を受けたかた／20人／2,200円

所申問10月23日（水）までに、申込書

をFAXまたは直接、ポリテクセン

ター青森（☎017ー777ー1186、Ｆ

017ー777ー1187）へ

あおもり発酵食品教室

時12月７日（土）13：30～15：00

所中央市民センター　料理室

内人調理法の紹介や試食など／45人

申問事前にFAXまたはメールで、氏

名・年代・性別・電話番号を、サ

ンブラッソatv（☎017ー762ー

7010、Ｆ 017ー762ー7011、

aomori.hakko@gmail.com）へ

　【主催】青森県地域産業課

ママ美活＆ジュニアクッキング

時11月17日（日）10：00～13：00

内講師：ママ美活・石川知王子さん

（美腸プランナー）、料理・食生活

改善推進員会

対小学４～６年生と働くお母さん

人12組（抽選）

備調理用ナイフプレゼント

所申問10月31日（木）までに、電話・

メールまたは直接、働く女性の家

「アコール」（☎017－723－1700、

akouru@actv.ne.jp）へ

浪岡城跡を学んで、楽しもう♪
陶磁器クッキー教室

時11月10日（日）

　午前の部10：00～12：00

　午後の部13：30～15：30

所中世の館

内浪岡城で出土した陶磁器をイメー

ジしたアイシングクッキーを作る

対人小学３年生以上／各20人（抽選）

申問11月１日（金）必着で、往復はがき

またはメール（４人まで応募可）に、

住所・氏名・年齢・電話番号・希望時

間帯を記入し、〒030－0812　堤町

二丁目１－１　㈱協同「クッキー

教室係」（☎017－777－4191、

bunkazai@kyodo-ad.com）へ

年金のことを知ろう

疑問・質問に専門家がわかりやすく

お答えします。青森大学の学生と一

緒に学ぶ講座です。

時12月５日（木）13：00～14：30

所青森大学６号館２階622教室

内講師：三上覚さん（金融広報アド

バイザー）

備専門家への質問があるかたは、10月

31日（木）までにお問合せください。

問NPO法人あおもりダイバーシティ

（白井、☎090ー6789ー8338）

　　　　　　モヤヒルズからのお知らせ　所問モヤヒルズ（☎017－764－1110）

ウインターシーズンの準備、施設の

整備点検のため休業します。
※積雪状況により変更する場合あり

●ヒルズクラブ・ケビンハウス休業

　11月１日（金）～12月13日（金）

●キャンプ場・テニスコート・ヒルズサンダー休業
　11月１日（金）～令和２年４月24日（金）※予定

～シーズンレンタルスキー受付開始～
スキー板・ブーツ・ストック・ブーツバックのセットをレン
タルします。小学校のスキー教室などで使用できますので、
お気軽にご利用ください。

小学生用セット7,500円、大人用10,000円

※小学生であってもサイズにより大人用になる

　場合があります。

引渡し日：１回目12月８日（日）、２回目12月15日（日）

11月10日（日）までにモヤヒルズへ電話でお申込みください。

※詳細はモヤヒルズへお問合せください。
リフトシーズン券は10月15日（火）から販売開始！

スキー場開き

12/14（土）
予定！

もうすぐ

ウィンター

　　シーズン♪

楽しいお菓子づ
くりを体験して
みませんか？

講師：西岡さくらさん
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あおもりスタートアップ支援セミナー

あお★スタ

時10月29日（火）15：30～17：00

所AOMORI STARTUP CENTER

　（青森商工会議所１階）

内人『ＡＩ時代を勝ち抜くための人

材の育成と活用術』講師：清水竜

一さん（日総工産株式会社　代表

取締役会長）／50人

申問10月23日（水）までに、青森商工

会議所（☎017ー734ー1311）へ

詩吟ってなあ～に！
ー楽しもう！詩吟とのふれあいー

時10月31日（木）10：00～15：00

所アウガ５階ＡＶ多機能ホール

内青森岳風会による発表や体験講座

問青森岳風会事務局

　（☎017ー787ー0680）

十和田八幡平国立公園写真展

時11月７日（木）～28日（木）

　８：30～18：00

所市役所駅前庁舎エントランスホール

内環境省職員が日頃の業務の中で撮

影した写真を展示

問十和田八幡平国立公園管理事務所

　（☎0176ー75ー2728）

アピオあおもり秋まつり2019
男女共同参画フェスティバル

時11月９日（土）９：30～15：30

内アプリ開発者若宮正子さんと

「ミサオおばあちゃんの笹餅」で

おなじみの桑田ミサオさんによる

対談、飲食販売やフリーマーケッ

ト、ワークショップなど

所問アピオあおもり（☎017ー732ー1085）

犯罪被害者等支援県民フォーラム

時11月８日（金）13：30～15：20

所県民福祉プラザ４階　県民ホール

内●中高生による「命の大切さを学

ぶ教室」感想文コンクール表彰式

及び作品発表

　●交通事故被害者遺族による講演

問警察本部犯罪被害者支援室

　（☎017ー723ー4211）

SDGsセミナー＆カードゲーム

時11月23日（土）13：00～16：00

所県観光物産館アスパム６階

内人カードゲームでSDGsを体感／30人

申問事前に、認定NPO法人あおもり

NPOサポートセンター（☎017ー

752ー0410）へ

青森高等技術専門校
委託訓練生募集

時内Ａ：簿記基礎科②

　　11月19日（火）～３月18日（水）

　　Ｂ：Ｗｅｂプログラミング科

　　12月５日（木）～６月４日（木）

　　Ｃ：介護実務者研修科③

　　12月10日（火）～６月９日（火）

所県立青森高等技術専門校

対人下記に求職申込みを行い受講

指示・推薦・支援指示を受けたか

た／各20人

申問Ａは10月28日（月）、Ｂは11月

11日（月）、Ｃは11月15日（金）まで

に、ハローワーク青森（☎017－

776－1561　音声案内42♯）へ

親子で楽しもう！木版画講座

時11月９日（土）10：00～12：00

所働く女性の家「アコール」

内親子で楽しむハガキサイズの木版

画講座　講師：西村惠美子さん

対人５～12歳の子どもと家族／10組

申問10月18日（金）９：00から、（一

財）青森市文化スポーツ振興公社

（☎017ー773ー7304）へ

「スマイルあっぷるの会」研修会

時10月20日（日）13：30～16：00

所アピオあおもり１階　保健指導室

内料『あなたのいのち、わたしのい

のち』講師：本間義悦さん（永養

山蓮心寺　住職）／500円

問事務局（☎017ー741ー7990）

サークル体験講座
「男子縫いものクラブ」

時11月24日（日）・12月１日（日）

　10：00～12：00

内トートバッグ作り　講師：村上ト

キさん（ハンドメイド・ラボ代表）

人料裁縫初心者の男性10人／2,500円

備筆記用具、お持ちのかたは裁縫道具

所申問事前に電話または直接、働く

女性の家「アコール」（☎017ー

723ー1700）へ

第14回青森県民集会

もう待てない！「北朝鮮に拉致され

た日本人を救出するための青森の

会」講演会

時10月20日（日）

　14：00～16：00（13：30開場）

所ねぶたの家ワ・ラッセ

内講師：西岡力さん（救う会会長）

問救う会青森

　（成田、☎0172ー52ー3533）

加工体験講座「豆腐づくり」

時10月27日（日）９：30～12：30

内県産大豆「おおすず」を使用

人料４組（１組３人まで）／１組1,000円

所申問10月20日（日）８：30から、ふ

れあい農園（☎017ー761ー3082）へ

サークル体験講座「誰でもす
ぐ親しめる朗読・吟詠講座」

時10月26日（土）13：00～15：00

内人講師：千葉悦子（悦岳）さん（清

泉吟代表）／10人

備筆記用具持参

所申問事前に電話または直接、働く

女性の家「アコール」（☎017ー

723ー1700）へ

イベント

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

募 集

講 座

若宮さん（左）、桑田さん（右）お二人による
「人生100年時代をいきいき輝く」対談
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