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遺言・相続 ・相続登記・住み替え ・施設 ・葬儀
お墓・永代供養等に関するご相談に応じます。

◆ 無 料 相 談 会 ◆ 要予約
日時：平成27年7月22日（水）

10時15分～15時

【お一人様30分刻みの完全予約制】

場所：アウガ5Ｆ 研修室
予約受付：

★ご相談には、各専門の相談員が対応いたします。

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 生 前 契 約 青 森 ラ イ フ サ ポ ー ト

017-777-6277

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 初めて作る版画の年賀状〜「版画の街・
あおもり」から届けるごあいさつ〜

８/１・22、９/５・19、10/３の土曜日
（全５回）13：00〜15：00 18歳以上20人 1,300円

大野市民センター
２ 元気いきいき筋肉運動 ８/20〜９/10の木曜日

（全４回）18：00〜20：00 18歳以上30人 無料

３ 座って出来る簡単ロコモ体操 ８/24〜９/14の月曜日
（全４回）15：00〜17：00 18歳以上30人 無料

戸山市民センター
４ 夏休みエコクラフト教室

〜収納カゴで整理整頓〜 ７/28（火）・30（木）10：00〜12：00 小学生以上15人 500円

５ ストリートダンスに挑戦！ ８/３（月）・10（月）16：00〜18：00 小学５年生以上
20人 無料

西部市民センター ６ 佐藤羽美さんの短歌で表現力を磨く〜夏〜 ８/24（月）・31（月）10：00〜12：00 18歳以上15人 無料
北部地区農村環境
改善センター ７ 夏休み親子工作教室「紙を折って、染め

て、自分だけのうちわを作ろう！」 ７/26（日）10：00〜12：00 小学生と保護者
20組 300円

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 キッズクラフト「夏休みの宿題対策！木と遊
ぼう！県産材の無垢端材で自由工作ひろば」

７/25（土）Ⓐ10：00〜12：00
　　　　　Ⓑ13：00〜16：00

Ⓐ１〜３年生と保護者15組
Ⓑ４〜６年生15人 各300円

２ キッズ書の道
「夏休みの宿題対策！書道教室」 ７/25（土）14：00〜16：00 ３〜６年生20人 無料

３ キッズハンドクラフト「親子でもどうぞ　シブかわい
い！こぎん刺しでつくる夏模様のがま口コインケース」 ７/25（土）10：00〜13：00 ３〜６年生15人 700円

４ キッズハンドクラフト「夏休みの宿題対策！
ラッセ＆ラセラちゃんのおまつりボード」 ７/25（土）９：30〜11：30 ３〜６年生15人 500円

５ 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！」 ７/26（日）10：00〜12：00 ３〜６年生15人 500円

６ キッズ街てく「おもしろガイドと歩
く歩く！お宝鑑定団 in 新町」

７/27（月）〜31（金）、８/10（月）・11
（火）・17（月）〜19（水）10：00〜11：30

１〜６年生各日20人
（３年生以下は保護者同伴） 30円

７ キッズクラフト「ねぶたマンと一緒に！
手軽に作ろう『ねぶたクラフト』」

７/27（月）13：00〜14：00
Ⓐねぶたうちわ　Ⓑ 腰鈴づくり １〜６年生20人 Ⓐ300円

Ⓑ600円

８ キッズクラフト「ねぶたマンと一緒に！
じっくり作ろう『ねぶたクラフト』」

７/27（月）14：30〜16：00
Ⓐ金魚ねぶた　Ⓑねぶた面「暫」 １〜６年生20人 各

1,000円

９ キッズクッキング「カラフルににぎやか
に！ひんやりおいしいデコそうめん」 ８/１（土）10：00〜12：00 ３〜６年生15人 500円

10 キッズトレーニング「楽しく遊んで
運動神経アップ！子ども運動教室」

８/４（火）〜７（金）（全４回）
Ⓐ10：00〜12：00　Ⓑ13：00〜15：00

Ⓐ１・２年生15人
Ⓑ３〜６年生15人 無料

11 キッズホームワーク「現役大学生といっしょに！夏休
みの宿題やっちゃおう！ニガテ無くしちゃおう！」

８/３（月）〜５（水）（全３回）
Ⓐ９：00〜10：00　Ⓑ10：00〜12：00

Ⓐ１〜３年生30人
Ⓑ４〜６年生30人 無料

12 キッズイングリッシュ「英語の世界をのぞい
てみよう！〜教科書の外側へジャンプ！〜」

８/17（月）〜20（木）（全４回）
Ⓐ９：00〜10：00　Ⓑ10：00〜11：00

Ⓐ１〜３年生10人
Ⓑ４〜６年生10人 各200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

　★７/15（水）必着〈7/18（土）から受講可否通知〉★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 ⑦キッズスクールの講座番号１、７、８、10、11、12はＡ・Ｂのいずれか、講座番号６は希望日を明記

【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）

ー　自　衛　官　募　集　－
募集項目 概要／応募資格（平成28年４月１日現在の年齢）

① 航空学生 パイロットを養成／18歳以上21歳未満
② 一般曹候補生 部隊の中核となる曹を養成／18歳以上27歳未満
③ 自衛官候補生 ２年または３年の任期制隊員／18歳以上27歳未満
④ 陸上自衛隊高等工科学校 専門技術者を養成／中卒（見込み含む）の17歳未満の男子
受付期間：①②③８月１日（土）〜９月８日（火）　④11月１日（日）〜平成28年１月８日（金）
試験期日・会場：①９月23日（水）青森第２合同庁舎（１次）　②９月19日（土）アスパム　③男子９月

16日（水）・17日（木）、女子９月28日（月）青森駐屯地　④平成28年１月23日（土）青森駐屯地
問自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所（☎017－783－2995）

◆日程変更のお知らせ◆
　本紙６月15日号17ページ掲
載 「 女 性 の た め の 健 康 セ ミ
ナー」の中で、開催日時を「７
月18日（土）」とお知らせして
いましたが、「７月19日（日）」
に変更になりました。詳しくは
お問合せください。
問カダール（☎017－776－8800）
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◎団体・サークル情報と生涯学習指導者を募集…市民の皆さんがお互いに教え学び合う環境づくりのため、団

体・サークル情報や指導者を募集しています。詳細はお問合せください。問社会教育課（☎017－761－4784）

スポーツ教室 申込みは各開催施設へ来館／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

バドミントン教室 ８/19〜10/28の水曜日※９/23除く
（全10回）10：00〜12：00 18歳以上30人 3,800円 ７/１（水）〜20（月）

※申込順
「スポーツ塾・鉄棒」で、苦手
克服！（目標…逆上がり）

７/24（金）・25（土）・27（月）・28（火）・31（金）
（全５回）17：30〜18：30 小学生20人 2,700円 ７/１（水）〜７（火）

※抽選
「走り方教室」フォーム改善で、

かけっこ大好き！になろう♪ ７/27（月）９：30〜11：00 小学生低学年20人 800円 ７/１（水）〜26（日）
※申込順

カッコいい！「走り方教室」
で、友達に差をつけよう！ ７/27（月）11：15〜12：45 小学生高学年20人 800円 ７/１（水）〜26（日）

※申込順
小学生野球教室
（市営野球場で実施） ８/５（水）〜７（金）（全３回）９：00〜12：00 小学２〜６年生50人 1,500円 ７/１（水）〜20（月）

※申込順

教室名 開催日 対象／人員 料金 申込み期間

テニスクリニック ７/24（金）〜９/15（火）の火・金曜日※８/14・28除く
※予備日含む　（全10回）10：00〜12：00

18歳以上の硬式
テニス経験者40人 4,000円 ７/１（水）〜23（木）

※申込順

ソフトボールスクール
８/10（月）・11（火）・12（水）・19（水）・21（金）・
26（水）※通年開催
①17：00〜19：00　②19：00〜21：00

①小学４〜６年生
　20人
②中学生20人

月額3,420円
（１回のみ

1,350円）

随時
※希望日前日まで
※申込順

教室名 開催日 対象／人員 料金 申込み期間
ラインメール青森☆サッカー
ワクワクキッズサークル

７/１〜８/26の水曜日
17：00〜19：00

未就学児〜
小学2年生20人 １回1,500円 随時　※申込順

小学生サッカー教室 ７/23（木）〜29（水）※土・日曜日除く
（全５回）10：00〜12：00

小学２〜６年生
40人 2,000円 ７/１（水）〜７（火）

※抽選

バウンドテニス親善大会 ７/26（日）９：00〜17：00 18歳以上30人 600円 ７/１（水）〜20（月）
※申込順

教室名 開催日 対象／人員 料金 申込み期間
水中運動教室（月） ９/７〜３/14の月曜日（全20回）11：00〜12：00 18歳以上20人 7,000円

７/１（水）〜７（火）
９：00〜20：00
（ 最 終 日 は 1 7 ：
00まで）
※抽選。
　結果は７/９（木）
　９：00プールロ

ビーに掲示

水中運動教室（金） ９/４〜12/11の金曜日（全15回）11：00〜12：00 18歳以上20人 5,250円
アクアフィットネス（木） ９/３〜12/17の木曜日（全15回）10：00〜12：00 18歳以上70人 7,200円
一般水泳教室（火） ９/１〜12/８の火曜日（全15回）10：00〜12：00 18歳以上50人 7,200円
一般水泳教室（土） ９/５〜12/12の土曜日（全15回）18：30〜20：30 15歳以上50人 7,200円
中高年水泳教室（火） ９/１〜12/８の火曜日（全15回）13：00〜15：00 50歳以上60人 7,200円
スイムレッスン（火）夜間 ９/１〜12/８の火曜日（全15回）19：00〜20：00 15歳以上20人 5,250円
親子水泳教室（水） ９/２〜12/９の水曜日（全15回）10：30〜11：30 ２〜３歳児と保護者25組 5,250円
幼児水泳教室Ⅰ（水） ９/２〜12/９の水曜日（全15回）15：30〜16：30 ４〜６歳児（未就学児）40人 5,250円
小学生水泳教室（木） ９/３〜３/17の木曜日（全25回）15：30〜17：30 小学１〜６年生40人 12,000円
小学生水泳教室Ⅱ（土） ９/５〜３/19の土曜日（全25回）15：30〜17：30 小学１〜６年生60人 12,000円
幼児・小学生水泳教室（火・金） ９/１〜12/11の火・金曜日（全30回）16：30〜17：30 ４歳〜小学3年生40人 10,500円

身体障がい者教室（土）
運動・水泳 ９/５〜11/14の土曜日（全10回）10：00〜11：00

中学生以上の身体障がいの
あるかたで自立歩行可能な
かた(付添い可)10人

3,500円

知的障がい児者
水泳教室（土） ９/５〜12/19の土曜日（全15回）11：00〜12：00

小学生以上の知的障
がいのあるかたと20
歳以上の保護者10組

5,250円

キッズチアダンススクール ７/10〜３/25の金曜日（全36回）※８/14、12/25除く
16：30〜17：30 小学１〜６年生15人 月額3,000円

（ユニフォーム代等別途） 随時　※申込順

★カクヒログループスタジアム（市民体育館）（☎017－743－3361）

★スポーツ広場（☎017－764－5525）

★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）� ※対象年齢は開催日初日時点の年齢です。

◆バスケットボールの個人使用…例年７月実施のみちぎんドリームスタジアム（スポーツ会館）のバスケットボール個人利用（3on3
を除く）について、今年度はカクヒログループスタジアム２階第一体育室になります。詳しくはお問合せください。
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