
中央市民センター（☎017－734－0164） 大野市民センター（☎017－739－6228）

沖館市民センター（☎017－761－4161）

荒川市民センター（☎017－739－2343）

星空の時間…６月の星座と宵空にうかぶ
金星（約50分）

毎週土曜日 ①11：00 
②13：30

毎週日曜日・祝日
（21日除く） 13：30

プラネくんと星空さんぽ…６月の星座と
正義の女神アストレア（幼児向け・約40分）

毎週日曜日・祝日
（21日除く） 11：00

時６月14日（日）①10：00～10：50　②12：45～13：15
内①「あたらしい日本の民話シリーズ３　石になった与作」
　　「地球SOSそれゆけコロリン　PartⅠ」
　②「ぼくがおじいちゃんでおじいちゃんがぼく」

時６月13日（土）・14日（日）９：30～15：30
内さつき・写真・陶芸・手芸等の作品展示、囲碁
申 作品展示希望者は12日（金）14：00～19：00

に持参の上、展示。囲碁は当日参加受付け。

時６月13日（土）・14日（日）
　９：00～17：00　※14日は16：00まで

時６月13日（土）・14日（日）９：00～17：00

■６月の市民センターのイベント

◆こども映画劇場 ◆三大イベント展（さつき展・写真展・囲碁）

◆さつき展（青森さつき盆遊会）

◆花季さつき盆栽展示会

◆プラネタリウム

＜広告＞ ＜広告＞

料150円（中学生以下無料／ 障害者手帳をお持ちのかたは75円）

＜障害者総合支援法登録補装具業者・認定補聴器専門店＞

場所／申込み ･ 問合せ 講座名 開催日時 対象／人員 料金 申込方法

横内市民センター
☎017－738－8723

芙蓉会病院の健康教室
「短命県返上に向けて」 ６/18（木）13：00～15：00 18歳以上

50人 無料 ６/１（月）10：00～
電話または来館

お菓子作り教室
「スコーン（２種類）」 ６/27（土）10：00～13：00 18歳以上

10人 2,000円 ６/８（月）10：00～
電話または来館

ＤＩＹ教室
「網戸の張り替えかた」 ７/４（土）10：00～12：00 18歳以上

15人 無料 ６/15（月）10：00～
電話または来館

油川市民センター
☎017－788－1201

お腹すっきり・ベリーダンス ６/15～７/６の月曜日
（全４回）10：00～12：00

18歳以上
30人 無料 ６/３（水）９：30～

電話または来館
楽しい詩吟 ６/16～７/14の火曜日

（全５回）13：00～15：00
18歳以上

30人 無料 ６/４（木）９：30～
電話または来館

キッズねぶた太鼓と
手振り鉦教室

６/20～７/25の土曜日
（全６回）10：00～12：00

小学生
20人 無料 ６/５（金）９：30～

電話または来館
家庭でできるソフト整体（肩こ
り・腰痛・若返りストレッチほか）

７/２～16の木曜日
（全３回）10：00～12：00

18歳以上
20人 無料 ６/19（金）９：30～

電話または来館

古川市民センター
☎017－776－8082

ゆかた・着物着付講座 ７/１（水）・２（木）・３（金）
（全３回）９：00～12：00

18歳以上の
女性20人 無料 ６/10（水）10：00～

電話または来館

太極拳初級講座★
６/27～９/19の土曜日
※7/18、８/８、9/12を除く
（全10回）10：00～11：30

18歳以上
80人（抽選） 無料

６/20（土）
９：00～９：30来館
※受付後抽選

荒川市民センター
☎017－739－2343

カイロプラクティック教室
骨盤体操で歪みを正す ６/17（水）10：00～12：00 18歳以上

30人 無料 ６/１（月）９：00～
電話または来館

「道の駅」アップルヒル周辺を
歩く  青葉の季節ウオーキング ６/18（木）９：00～12：00 18歳以上

20人 無料 ６/３（水）９：00～
電話または来館

介護予防教室　アルファビクスで予防
ケア～懐メロで心と体のストレッチ～ ６/18（木）14：00～16：00 60歳以上

40人 300円 ６/４（木）９：00～
電話または来館

仏花用の
造花アレンジメント教室 ６/27（土）10：00～12：00 18歳以上

８人 3,800円 ６/５（金）９：00～
電話または来館

シェフが教える裏ワザテクニック
海鮮イタリアンパスタ（イカ、ホタテ） ６/30（火）９：00～12：30 18歳以上

12人 1,500円 ６/９（火）９：00～
電話または来館

あおもりハピコミ塾～キラリ輝く☆
ワタシ発見！カードコーチング～ ７/13（月）13：00～15：00 18歳以上

20人 1,000円 ６/15（月）９：00～
電話または来館

沖館市民センター
☎017－761－4161

ふくらはぎ健康法やアロマを取
り入れた「癒しのリンパケア」

６/15～29の月曜日
（全３回）13：30～15：30

18歳以上の
女性12人 1,800円 ６/２（火）９：00～

電話または来館
煎茶を楽しむ ６/16～７/21の火曜日

（全６回）10：00～12：00
18歳以上

７人 1,500円 ６/３（水）９：00～
電話または来館

親子でルンルン
ストレッチ体操

６/19～７/10の金曜日
（全４回）10：00～12：00

2～4歳の幼児
と保護者15組 無料 ６/４（木）９：00～

電話または来館
西部市民センター
☎017－788－2491 おもてなしの郷土料理 ７/14（火）10：00～13：00 18歳以上

20人 1,000円 ６/２（火）10：00～
料金持参の上来館

北部地区農村環境
改善センター
☎017－754－2244

おもしろ実験室
「ラムネ菓子をつくってみよう」 ６/28（日）10：00～12：00 小学生20人（３年生

以下保護者同伴） 無料 ６/１（月）９：00～
電話または来館

初心者から経験者まで！
小学生のための学べる卓球教室

７/４（土）・18（土）
（全２回）10：00～12：00

小学生
20人 無料 ６/15（月）９：00～

電話または来館

市民センターの講座 申込みは各開催場所へ（申込順　★を除く）／有料講座のキャンセルは開始１週間前まで
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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 太極拳でストレス解消！
～理想的な体内バランスを保とう～

７/３～24の金曜日
（全４回）10：00～12：00 18歳以上40人 無料

２ 季節を取り入れたテーブルアレンジ
～テーブルに花を飾ってコーディネート～ ７/10（金）10：00～12：00 18歳以上20人 2,000円

３ チャレンジＤＩＹ
～アイロンで張り替える障子紙～ ７/14（火）13：30～15：30 18歳以上30人 無料

４ コーヒーマイスターが教える美味しいアレンジ
コーヒー（アイスコーヒーなど）お菓子付き ７/15（水）10：00～12：00 18歳以上20人 800円

５ 祭り本番、間に合います！
自分で着る、浴衣・ねぶた衣装 ７/23（木）19：00～21：00 高校生以上20人 無料

６ アーティフィシャルフラワーでつくるオリジナルアクセサリー
～親子で身に付ける、お花を使ったアクセサリー～ ７/25（土）10：00～12：00 小学生と保護者

15組 1,000円

７ 青森ねぶたを伝承しよう！
親子で学ぶ「ねぶた衣装」着付 ７/25（土）13：30～15：30 小学生と保護者

15組 無料

８ チャレンジＤＩＹ
～子どもと体験、イス作り～ ７/27（月）13：30～15：30 小学生と保護者

15組 無料

９ お家の人と一緒に挑戦！～ペアで作
る、簡単なバードカービング～

７/28（火）・29（水）・30（木）
（全３回）18：30～20：30

小学生と保護者
８組 1,500円

東部市民センター 10 初心者限定！親子で楽しむ囲碁教室 ７/26～８/30の日曜日※８/16除く
（全５回）10：00～12：00

小学４～６年生と
保護者５組 無料

大野市民センター
11 茶道教室（煎茶） ７/８～29の水曜日

（全４回）10：00～12：00 18歳以上15人 1,000円

12 女性用ねぶた衣装着付教室 ７/21（火）10：00～12：00 18歳以上の女性
10人 無料

戸山市民センター
13 フラダンス教室

～フラ始めてみませんか！～
７/３～31の金曜日
（全５回）10：00～12：00

18歳以上の女性
15人 無料

14 はじめての空手道教室 ７/25～８/15の土曜日
（全４回）10：00～12：00 30人 無料

西部市民センター
15 心が静まる写経 ７/２～16の木曜日

（全３回）18：00～20：00 18歳以上20人 100円

16 子ども習字教室 ７/18～30の木・土曜日
（全４回）16：00～18：00

小学３～６年生
20人 無料

北部地区農村環境
改善センター

17 ♥布を染めて作る…プリティな薔薇
の香袋♥ ６/29（月）10：00～12：00 18歳以上10人 500円

18 やさしい体操教室
「機能改善体操（骨盤から背骨）」

７/１～15の水曜日
（全３回）10：00～12：00 18歳以上15人 無料

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 キッズダンシング
「DANCE！DANCER！！DANCEST！！！」

６/20～７/18の土曜日
（全５回）10：00～12：00 ３～６年生30人 無料

２ キッズ環境みなおし隊☆「てづくりしよ
う！エコせっけんとカラフルキャンドル」 ６/27（土）13：00～15：00 ３～６年生15人 無料

３ キッズハンドクラフト「ちくちくお
針しごと　ちいさなちいさな手芸店」

６/27～７/18の土曜日
（全４回）10：00～12：00 ３～６年生15人 1,800円

４ キッズパティシエ「さっぱりおいし
い！ヨーグルトチーズケーキ」 ７/11（土）10：00～12：00 ３～６年生15人 500円

５ キッズフィットネス「親子でもどう
ぞ！かんたん筋トレ＆ストレッチ！」 ７/18（土）14：00～16：00 １～６年生15人 無料

６ キッズネイリスト「夏休みだけのこっそり
おしゃれ　本格ネイルアートに挑戦！」 ７/18（土）13：00～15：00 ３～６年生15人 500円

７ キッズパティシエ「食べちゃうのはもったい
ない！まるでアートな"アイシングクッキー"」 ７/18（土）13：00～16：00 ３～６年生20人 500円

市民スクール 応募者多数の場合は抽選（少数の場合は中止あり）／有料講座のキャンセルは１週間前まで

★キッズスクール（小学生対象）

【申込方法】●市民スクール…申込用紙（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。市ホームページからダウ
ンロード可）を直接提出。または往復はがき（１講座１枚）・FAX（コンビニ等不可）・Eメール（タイトル「市民スクール申込」）に必要
事項を記入し下記へ　●キッズスクール…往復はがき・FAX・Eメール（タイトル「キッズスクール申込」）に必要事項を記入し下記へ
　★６/15（月）必着〈22（月）から受講可否を通知〉★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・名称
【申込み・問合せ】〒030－0813　松原一丁目６－15　中央市民センター
　　　　　　　　　（☎017－734－0164、Ｆ017－775－7048、 center-koza@city.aomori.aomori.jp）
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