
令和４年度　中央市民センター（キッズスクール）講座開催情報 （問合せ先電話番号：017-734-0164）

開催月 講座名 開催日 曜日 学習時間 講師 材料費等 備考

11月
将棋道場
「粘り強く考える力を身につける『はじめての子ども将棋
教室』」

11月5日 土 10:00～12:00
青森県将棋連盟　師範　奈良岡
実

小学１年生から6年生まで 20人 無料
4回シリーズ
11/5,12,19,26

11月
羊毛フェルト
「羊毛でチクチク作ろう！『コロンとかわいいパンダちゃ
ん』」

11月6日 日 10:00～12:00
maccha＊milky　代表　村上　真
似

小学3年生から6年生まで 10人 500円

11月
パティシエ
「季節の果物でおやつ作り！『県産リンゴの簡単タルトタ
タン』」

11月12日 土 10:00～12:00 青森食生活改善委員 小学3年生から6年生まで 15人 600円

11月
国際交流【ゲーム】
「国際交流員ベン先生に教わる『とっても楽しいアメリカ
のイースター』」

11月13日 日 13:00～15:00
青森市交流推進課
国際交流員
ベンジャミン・バルガス

小学１年生から6年生まで 15人
100円程

度

11月 スポーツチャンバラ
「勇者大募集！スポーツチャンバラで勝負をしよう！」

11月19日 土 10:00～12:00 青森県スポーツチャンバラ協会 小学1年生から6年生まで 15人 無料

11月
キッズヨガ
「しなやかに健やかに『今のうちに身に付けたいキッズヨ
ガ』」

11月19日 土 13:30～15:30
JAHA協会認定
キッズヨガインストラクター　和田
かずみ

小学1年生から6年生まで 20人 無料 2回シリーズ 11/19,26

11月
津軽こぎんざし
「キッズこぎん応用編『縫わずに作れるとってもかわいい
ミニがまぐち』」

11月23日 水 10:00～12:00 内本　明美
小学4年生から6年生まで(保護

者同伴の場合３年生も可)
15人 500円

11月
パティシエ
「オリジナルデコレーションを楽しもう！『ケーキミックス
粉で作る簡単マドレーヌ』」

11月26日 土 10:00～12:00
食育インストラクター
奥村　美穂

小学3年生から6年生まで 15人 600円

11月 サイエンス
「天然色素で染め物体験『自分だけのハンカチ作り』」

11月27日 日 13:00～15:00
弘前大学教育学部　教授
長南　幸安

小学1年生から6年生まで 30人 無料

12月
クラフト教室
「ねんどみたいなロウで作る『クリスマスケーキのキャン
ドル』」」

12月3日 土 13:00～15:00
おたえのきゃんどるや
佐藤　妙子

小学１年生から6年生まで 30人 600円

12月
羊毛フェルト
「羊毛でチクチク作ろう！『わたしのオリジナルクリスマス
オーナメント』」

12月4日 日 10:00～12:00
maccha＊milky　代表　村上　真
似

小学3年生から6年生まで 10人 500円

12月
国際交流【ものづくり】
「国際交流員ベン先生と一緒に『クリスマスブーツとツ
リーを作ろう！』」

12月4日 日 13:00～15:00
青森市交流推進課
国際交流員
ベンジャミン・バルガス

小学３年生から6年生まで 15人 無料

12月
クッキング
「ホームパーティーを華やかに『見た目もすてきなクリス
マスキッシュ作り』」

12月10日 土 10:00～12:00
食育インストラクター
奥村　美穂

小学3年生から6年生まで 15人 600円

12月
ねぶた製作教室
「『ねぶた師・龍宝先生に技術を学ぶ　本格的金魚ねぶ
た』」

12月10日 土 13:00～15:00
ねぶた師
立田　龍宝

小学1年生から6年生まで(1～2
年生は保護者同伴）

20人 1500円 2回シリーズ 12/10,11

対象と
募集人数
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12月 ロボットプログラミング
「センサーを利用して自動運転に挑戦しよう！」

12月10日 土 13:00～15:00
パソコンITシステム代表長谷川
直宏

小学4年生から6年生まで 9人 無料

12月
環境みなおし隊☆
「アースレンジャーと一緒にエコな生活を考えよう！『森
の香りがすてきなおどろ木を作ろう』」

12月17日 土 10:00～11:30 青森市ストップ温暖化センター 小学1年生から6年生まで 30人 500円

12月 パティシエ
「デコレーションを楽しむ『オリジナルクリスマスケーキ』」

12月24日 土 10:00～13:00
いちごきんぎょ
西岡　さくら

小学3年生から6年生まで 12人 1200円

12月
宿題サポート教室
「大学生といっしょに！冬休みも宿題はラクラク！さっさ
とすませて楽しいお正月」

12月26日 月 10:00～12:00 大学生 小学1年生から6年生まで 20人 無料
3回シリーズ
12/26,27,28

12月
伝承遊び
「津軽の伝統こま『ずぐりこままわし』と『昔遊び』を覚え
て楽しいお正月を迎えよう！」

12月26日 月 13:00～14:30
青森県立郷土館
学芸指導員

小学1年生から6年生まで 20人 無料

1月
書道
「新年の思いを「かきぞめ」で残そう！こども書道教室」

1月6日 金 13:00～15:00
みずくき書道クラブ
　　代表　間山 陵行

小学3年生から6年生まで 10人 無料

1月
スポーツ鬼ごっこ
「戦術で勝利をつかめ！進化した本気の遊び『スポーツ
鬼ごっこ』」

1月7日 土 10:00～12:00 inizio青森（イニッツィオ） 小学1年生から6年生まで 20人 無料

1月
そろばん教室
「そろばんで脳トレ『珠算式暗算トレーニング入門』」A
コース

1月10日 火 10:00～11:00
川村そろばん教室代表川村　恵
美子

小学1年生から6年生まで 10人 無料

1月
そろばん教室
「そろばんで脳トレ『珠算式暗算トレーニング入門』」B
コース

1月10日 火 11:00～12:00
川村そろばん教室代表川村　恵
美子

小学1年生から6年生まで 10人 無料

1月
けん玉教室
「もっと上のワザをめざそう！『絶対うまくなるけん玉教
室』」

1月10日 火 13:00～14:00 生涯学習推進員 小学1年生から６年生まで 20人 無料 2回シリーズ 1/10,11

1月
絵画教室
「プロに教わる！図画作品をランクアップさせる絵画のテ
クニック」

1月12日 木 13:00～15:00 水彩画家　鈴木　義勝 小学3年生から6年生まで 20人 無料 2回シリーズ 1/12,13

1月
親子クッキング「寒い時には根菜メニュー『牛ごぼうの厚
揚げステーキと鮭と舞茸の炊き込みごはん』」

1月14日 土 10:00～12:00 青森食生活改善委員
小学3年生から6年生までとそ

の保護者
親子
12組

ひとり
600円

1月
スポーツチャンバラ
「勇者大募集！スポーツチャンバラで勝負をしよう！」

1月14日 土 13:00～15:00 青森県スポーツチャンバラ協会 小学1年生から6年生まで 15人 無料

1月 フローリスト
1月14日 土 14:00～16:00

アトリエ　ミュゲ
神　幸代

小学3年生から6年生まで 15人 未定

1月
ヒップホップダンス
「ヒップホップダンス入門『カッコよく踊れる小学生をめざ
そう！』」

1月22日 日 13:00～15:00 ダンススタジオCLIMB 小学1年生から6年生まで 20人 無料
3回シリーズ
1/22,29,2/5,12
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1月
囲碁道場
「頭脳を鍛え自信をつける『基礎から教わるキッズ囲
碁』」

1月22日 日 14:00～16:00
青い森こども囲碁教室
主宰　浅利真行

小学１年生から6年生まで 20人 400円
3回シリーズ
1/22,29,2/5,12

1月 パティシエ
「冬の定番『ドキドキハッピーチョコレート作り』」

1月28日 土 10:00～12:00
食育インストラクター
奥村　美穂

小学3年生から6年生まで 15人 600円

1月 英語
「国際交流員と学ぶ『キッズ英語』」

1月29日 日 10:00～12:00
青森市教育委員会指導課
エミリアノ・レイエス

小学3年生から6年生まで 20人 無料

1月
サイエンス
「おいしいお肉の秘密を探ろう！『やわらかいお肉を食
べる方法』」

1月29日 日 13:00～15:00
弘前大学教育学部　教授
長南　幸安

小学1年生から6年生まで 20人 無料

2月
パティシエ
「大好きなあの人に贈る『アイシングクッキーを作ろ
う！』」

2月4日 土 10:00～12:00
いちごきんぎょ
西岡　さくら

小学1年生から6年生まで 20人 600円

2月
茶道
「礼儀も身につく伝統作法　キッズ茶道教室」

2月4日 土 13:00～15:00 石崎　ちよの 小学2年生から6年生まで 20人 500円
4回シリーズ
2/4,11,18,25

2月
羊毛フェルト
「羊毛でチクチク作ろう！『手にのるかわいい雪ダルマ』」

2月5日 日 10:00～12:00
maccha＊milky　代表　村上　真
似

小学3年生から6年生まで 10人 500円

2月
ドローン教室
「ドローンのしくみを知って操縦にチャレンジ！」

2月5日 日 14:00～16:00
大坂組・ドローンスクール青森校
講師　徳差　毅

小学4年生から6年生まで 15人 無料

2月 ロボットプログラミング
「センサーを利用した自動運転に挑戦しよう！」

2月11日 土 13:00～15:00
パソコンITシステム代表長谷川
直宏

小学4年生から6年生まで 9人 無料

2月
フローリスト
「女の子のひな祭りをパステルカラーで彩る『夢可愛い
（ゆめかわ）アレンジメント作り』」

2月12日 日 14:00～16:00
アトリエ　ミュゲ
神　幸代

小学3年生から6年生まで 15人 未定

2月
クッキング
「きざむ・こねる・包む・焼く『みんなで楽しいぎょうざ作
り』」

2月18日 土 10:00～12:00
食育インストラクター
奥村　美穂

小学3年生から6年生まで 15人 600円

2月
国際交流【ゲーム】
「国際交流員ベン先生に教わる『英語も学べるトランプ
ゲームアラカルト』」

2月25日 土 13:00～15:00
青森市交流推進課
国際交流員
ベンジャミン・バルガス

小学5年生から6年生まで 8人 無料
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