
はまなす会館の教室
教室名 開催日時 対象／人員 料金

実用書道教室・ペン習字教室
（いずれかを選択） ７/１～９/30の水曜日※７/15、９/23除く（全12回）10：00～12：00 12人 各9,000円

（ペン習字はテキスト代別途1,000円）

はじめての洋裁

７/１～９/30の水曜日※８/12、９/23除く（全12回）
①10：00～12：30　②13：30～16：00 各10人 月額3,000円

（教材費別途）７/７～９/29の火曜日※８/11、９/22除く（全11回）
①10：00～12：30　②13：30～16：00

ヨガ教室
７/１～９/30の水曜日※７/22、８/12、９/２・23除く（全10回）
10：00～11：30 各

女性10人
月額2,500円

（別途初回テキスト代500円）７/７～９/29の火曜日※９/22除く（全12回）18：30～20：00

はじめてのヨガ ７/２～９/24の木曜日※８/13除く（全12回）10：00～11：30 女性10人 月額2,500円
（別途初回テキスト代500円）

フラワー
アレンジメント教室

７/７～９/29の火曜日※７/７・21、８/11除く（全10回）
11：00～13：00 各10人 花代等

各回3,200円７/２～９/24の木曜日※８/13除く（全12回）
18：00～20：00

モダン生け花教室

７/14・28、８/４・18、９/８・22の火曜日（全６回）
11：30～12：30 各10人 花代等

各回2,700円７/９・23、８/６・20、９/10・24の木曜日（全６回）
18：30～19：30

プリザーブドフラワー教室 ７/18、８/８、９/19の土曜日（全３回）10：00～12：00 10人 花代等
各回4,200円

太極拳教室 ７/３～９/25の金曜日※８/14除く（全12回）13：00～15：00 10人 月額2,000円

申込みは６/16（火）14：00から電話で、はまなす会館（☎017－738－4821）へ　※申込順

★７月４日は無料開放！
《利用期間》７月４日（土）～８月31日（月）
　　　　　　①10：00～12：00　②13：30～15：30
　　　　　　※今年度から夜間の開場は中止
料 一般・大学生120円、高校生70円、中学生40円、小

学生～３歳児20円（３歳未満、70歳以上、障害者手
帳をお持ちのかたは無料）

備プール利用時は水泳帽を必ず着用
問中央市民センター（☎017－734－0163）

■勤労者プール７月４日（土）オープン！ ■屋内グラウンド利用休止期間のお知らせ
　主練習場の土の入替工事のため、６月１日から主練習
場とジョギングコースの利用を休止しています。工事終
了後の利用申込みにつきましては、決まり次第改めてお
知らせします。
　なお、トレーニングルーム及び会議室はこれまでどお
り利用可能です。
《利用休止期間》11月30日（月）までの予定
問文化スポーツ振興課（☎017－761－4505）

スポーツ教室 申込みは各開催施設へ／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 対象／人員 料金 申込み期間
ミズノ卓球スクール
（硬式） 

７/２～30の木曜日※７/23除く
13：10～14：40

18歳以上の
初級者～中級者20人

月額4,320円
（１回のみ1,300円）

開催日前日まで
※申込順／通年開催

のため、各月毎に
随 時 受 付 （ 年 間
40回実施保障）

ミズノラージボール
卓球スクール 

７/２～30の木曜日※７/23除く
14：40～16：10

18歳以上の
初級者～中級者20人

月額4,320円
（１回のみ1,300円）

教室名 開催日 対象／人員 料金 申込み期間
初心者のための
バウンドテニス教室

７/２～30の木曜日
（全５回）18：30～20：30 18歳以上25人 2,000円 ６/16（火）～

※申込順

教室名 開催日 対象／人員 料金 申込み期間

夏休み水泳教室
（めざせクロール）

７/23（木）～27（月）（全５回）
　Ａクラス　10：00～12：00
　Ｂクラス　13：00～15：00
８/１（土）～５（水）（全５回）
　Ｃクラス　10：00～12：00

小学生
各25人 3,500円

６/28（日）
12：00～13：00
※13：00から抽選

★カクヒログループスタジアム（市民体育館）（☎017－743－3361）

★みちぎんドリームスタジアム（スポーツ会館）（☎017－765－6200）

★市民室内プール（☎017－743－3440）

時７月７日（火）
　19：00～19：50
所 問中央市民センター
　（☎017－734－0164）
内古来からの行事「七夕」にま

つわるいろいろな事柄を探し
に出ます！

人121人（先着順）※中学生以下は保護者同伴
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）

■市民センターのイベント

時７月５日（日）①10：00～10：50
　　　　　　　　②12：45～13：15
所 問中央市民センター（☎017－734－0164）
内①「七夕ものがたり」
　　「アルプスの少女ハイジ　アルムの山へ」
　②「ムーミン  －落ちてきた星の子－」

◆こども映画劇場

時６月23日（火）・24日（水）
　９：30～16：00
所 問東部市民センター（☎017－736－6255）

◆花季さつき盆栽展示会 ◆プラネタリウム　たなばたスペシャル  
　～七夕の夜への誘い～
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アイ・プラザのパソコン講習（７月）
コ　　ー　　ス　　名 開　　催　　日　　時

初めてのパソコン操作（初心者） ７/５（日）

日・月曜日
13：00～15：00
火曜日
17：30～19：30

※各講習は１日で
終了します

パソコン操作の基礎（初級） ７/６（月）

初めての文字入力（初級） ７/７（火）

パソコン操作演習（初級） ７/12（日）

初めてのワード（初級） ７/13（月）・14（火）

図形を利用した文書作成（中級） ７/19（日）・21（火）

表の入った文書作成（中級） ７/20（月）・26（日）

デジカメ画像合成（中級） ７/27（月）・28（火）

所 人 料 アイ・プラザ（アウガ４階）／各18人（抽選）／無料
申 問 往復はがきの往信用の裏面に、住所・氏名・電話番号・希望のコース

名と開催日（１人３コースまで）を、返信用の表面に住所・氏名を記入
し、〒030－0801 新町一丁目３－７ アウガ４階アイ・プラザ（☎017－
735－3232）へ（６/24（水）必着）※応募は１人１枚まで

備 パソコン操作が初めてのかたは「初めてのパソコン操作」から受講して
ください。抽選結果は６/30（火）に発送します。

チャレンジ！パソコン講座（７月）
★パソコンを初めて触るかた向けの講座（基礎）
講座
番号 講   座   名 内　　　　容 開　催　日　時

A10 パソコン
はじめの一歩

マウス・キーボード操作、文字入
力などを中心に学習

７/13（月）・14（火）
（全２回）10：00～12：00

★Word＆Excel操作が初めてのかた向けの講座

A11 Excel
はじめの一歩

基本となる操作（データ入力や修
正、列・行の操作など）を学習

７/14（火）・15（水）
（全２回）13：30～15：30

★文字入力のできるかた向けの講座（応用）

A12 名刺＆ラベル
を作ろう

Wordの応用的な操作（図形編集
など）を学習し、名刺（表面・裏
面）や簡単なラベルを作成

７/９（木）・10（金）
（全２回）10：00～12：00

A13 Excel文書
活用法

Excelで写真入りカレンダーやスケ
ジュール表などを作成し、データ
活用や編集方法を学習

７/15（水）・16（木）
（全２回）10：00～12：00

A14 ネットショッ
ピング活用術

ショッピングサイトで商品検索→
比較し、安心して購入するための
いろいろな情報の活用方法を学習

７/17（金）
10：00～15：00（昼休みあり）

A15 Word
ステップアップⅡ

画像・図形・表作成にチャレンジ
して、チラシやポスター等のワン
ランクアップした文書作成を学習

７/21（火）・22（水）
（全２回）13：30～15：30

A16 Excel
ステップアップ

Excelで簡単な関数などを加えて表
やグラフを作成し、データ管理な
どを学習

７/22（水）・23（木）
（全２回）10：00～12：00

A17 デジカメ写真
自由自在

撮影写真をパソコンに保存・整理
し、Wordやフォトギャラリーの活
用＆編集方法を学習／デジカメ持
参（カメラ貸出しあり。申込時に
希望を明記）

７/24（金）
10：00～15：00（昼休みあり）

A18 Word＆Excel
の便利技

操作に少し慣れてきたかたのため
に、いろいろな文書を作成する上
で便利な小技を学習

７/25（土）
10：00～15：00（昼休みあり）

所 問 中央市民センター（☎017－734－0164）〒030－0813 松原一丁目６－15
対 人 18歳以上／各20人（抽選／申込者少数時中止あり）
料 各1,500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、中央
市民センターへ（６/22（月）必着）

備 抽選結果は６/30（火）までに通知。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

　時毎週金曜日11：00～11：20

　時毎週土曜日14：00～14：30

　時毎週日曜日11：00～11：20

・たのしいかみしばいのじかん
　（対象：３歳～小学校低学年と保護者）

・わくわく  おはなしかい
　（対象：０～６歳児と保護者）

開催場所 開催日 時間
浪岡中央公民館 １日（水）

11：00～
11：20

沖館市民センター ２日（木）
大野市民センター ３日（金）
横内市民センター ７日（火）
中央市民センター ９日（木）
戸山市民センター 10日（金）
東部市民センター 14日（火）
古川市民センター 16日（木）
北部地区
農村環境改善センター 17日（金）

荒川市民センター 21日（火）
西部市民センター 23日（木）
油川市民センター 28日（火）

　子ども向けのおはなしを中心に、紙芝居・
絵本の読み聞かせ、手遊び、おすすめの本の
紹介など。

◆市民センターの
　「おひざにだっこのおはなし会」
　（対象：０～３歳児と保護者、関心のあるかた）

おはなし会（７月分）

◆市民図書館のおはなし会
・おひざにだっこのおはなしかい
　（対象：０～３歳児と保護者）

市民図書館からのお知らせ
問市民図書館（☎017－776－2455）

市民図書館からのお知らせ
問市民図書館（☎017－776－2455）

リユース・Books  とりかえっこ
～本と本の交換会～

　不要になったお手持ちの本
と、リユースブックスの本をと
りかえっこしませんか。
※マンガ本と雑誌は除きます。
★交換方法は２通り（５冊まで）
①棚に並ぶ本の中から選び、
　その場で交換
②交換券（１年間有効）と交換し、欲しい本

が見つかったときに交換
□と　き　６月18日（木）10：30～18：00
　　　　　　　19日（金）10：30～16：00
　　　　　　　20日（土）13：00～16：00
□ところ　リユース・Books（アウガ６階）
□申込み　交換したい本を持参の上、当日直

接、リユース・Booksへ

◆大宮（ＦⅠ）場外…15日（月）～17日（水）
◆四日市ナイター（ＦⅠ）場外…17日（水）～19日（金）
◆高松宮記念杯 岸和田（ＧⅠ）場外…18日（木）～21日（日）
◆函館ナイター（ＦⅠ）場外…20日（土）～22日（月）

◆小田原（ＦⅠ）場外…22日（月）～24日（水）
◆和歌山（ＦⅠ）場外…24日（水）～26日（金）
◆別府記念（ＧⅢ）場外…27日（土）～30日（火）
◆函館ナイター（ＦⅡ）場外…29日（月）～７月１日（水）

◆青森競輪日程（６月後半）問青森競輪場（☎017－787－2020）
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