
＜広告＞

市民センターのイベント

青森市国際交流員の「異文化理解講座」

● 西部市民センターまつり（☎017－788－2491）
10/24（土）９：30～16：00
　 25（日）９：30～15：00
※秋の大収穫祭スタンプラリー

対象イベント

バザー、農産物等販売／バレエス
トレッチ体験、ダンスパーティー
（24日）／プール・トレーニング
ルーム無料開放（25日）など

● 東部市民センターまつり（☎017－736－6255）
10/24（土）10：00～16：00
　 25（日）10：00～15：00

作品展示、軽食コーナー／フリー
マーケット、肺がん・結核検診
（24日）／芸能発表（25日）など

● 大野市民センターまつり（☎017－739－6228）
10/31（土）９：00～16：00
11/１（日）９：00～15：00
※秋の大収穫祭スタンプラリー

対象イベント

バザー、作品展示、囲碁体験、農
産物即売／もちつき体験、大野保
育園鼓笛隊（31日）／芸能発表
（１日）など

● 沖館市民センターまつり（☎017－761－4161）
10/31（土）・11/１（日）
９：00～15：00

作品展示・販売、食堂／フリー
マーケット、折り紙ワールド（31
日）／芸能発表（１日）など

● 中央市民センターまつり（☎017－734－0164）
10/31（土）10：00～16：00
11/１（日）10：00～15：00
※秋の大収穫祭スタンプラリー

対象イベント

KacchArt☆Party、プラネタリウム
特別番組、ミニSL乗車、あおもり
マルシェ／無料ハンドマッサージ
（１日）など

● 横内市民センターまつり（☎017－738－8723）
10/31（土）９：30～16：00
11/１（日）９：30～15：00

留学生による焼き鳥体験、農産物
販売／フリーマーケット（31日）
／餅つき振る舞い（１日）など

● 北部市民センターまつり（☎017－754－2244）
11/１（日）10：00～15：00 農水産加工品・新鮮野菜・りんご

即売、焼き餃子、手作り手芸小物
販売、食堂、芸能発表　など

● 戸山市民センターまつり（☎017－743－0720）
11/７（土）９：30～16：00
　 ８（日）９：30～15：00

作品展示、手芸体験／フリーマー
ケット、映像コーナー（７日）／
芸能発表、抽選会（８日）など

● 荒川まつり（☎017－739－2343）
11/７（土）・８（日）
９：00～15：00
※秋の大収穫祭スタンプラリー

対象イベント
※８日の作品展示は14：00まで

あおもりコンピュータ・カレッジ
学園祭、農産物販売、作品展示／
肺がん検診、フリーマーケット
（７日）／芸能発表、ABAコー
ナー、もち振る舞い（８日）など

★荒川まつりフリーマーケット出店申込受付
　…10/15（木）10：00から直接来館（申込順／参加料500円）

◆英国異文化理解講座
時①11月５日（木）18：30～20：00
　②11月19日（木）18：00～20：00
所中央市民センター
内①英国の文化紹介
　②料理教室（リンゴを使ったお菓子）
　講師…エリン・コナン
人備各20人（申込順）／１回のみの受講可
申問10月26日（月）までに、住所・氏名・年齢・電
話番号・希望講座名を、交流推進課（☎017－
734－5235、Ｆ017－734－5146、 kouryuu-
suishin@city.aomori.aomori.jp）へ

◆韓国異文化理解講座「アンニョンハセヨ in 浪岡」
時11月12日（木）13：00～15：00
所浪岡交流センターあぴねす
内人講師…イ・ウンフン／30人（申込順）
申問地域づくり振興課（☎0172－62－1147）へ

◆西部フォト愛好会写真展
時10月30日（金）～11月１日（日）
　９：00～17：00
　※最終日は15：00まで
所問西部市民センター
　（☎017－788－2491）
◆菊花大会
時10月30日（金）～11月３日（火）
　９：00～17：00※初日は12：00から
所問西部市民センター（☎017－788－2491）

◆地域力アップ講座「健康なからだは歯の健康から」
時10月29日（木）14：00～16：00
所問大野市民センター（☎017－739－6228）
対人18歳以上20人（申込順）
申電話または直接、大野市民センターへ
◆第３回「わどなの趣味の広場　手芸展」
時11月７日（土）・８日（日）
　10：00～15：00※最終日は13：00まで
内手作り小物・茶道体験コーナー
所問北部地区農村環境改善センター（☎017－754－2244）

韓国国際交流員
イ・ウンフン

英国国際交流員
エリン・コナン

青森のリンゴで
英国のお菓子を

一緒に作り、
   味わいましょう！！

　

韓国のことを
知ることができます。

どなたでも、ぷらっと
遊びに来てください。
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アイ・プラザのパソコン講習（11月）
コ　　ー　　ス　　名 開　　催　　日　　時

初めてのパソコン操作（初心者） 11/１（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） 11/２（月）
パソコン操作演習（初級） 11/３（火）
初めての文字入力（初級） 11/８（日）
初めてのワード（初級） 11/９（月）
ワードの基礎（中級） 11/10（火）・15（日）
イラストを挿入した文書作成（中級） 11/16（月）・17（火）
図形を利用した文書作成（中級） 11/22（日）・23（月）
年賀状作成　裏書き（初級） 11/24（火）・29（日）・30（月）

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・氏名を記入の
上、〒030－0801 新町一丁目３－７ アウガ４階アイ・プラザ（☎017－
735－3232）へ（10/23（金）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10/27（火）に発送します。

チャレンジ！パソコン講座（11月）
Ａ【中央市民センター開催講座】
★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

A45 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

11/10（火）・11（水）
（全２回）10：00～12：00

★Word＆Excel操作が初めてのかた向けの講座

A46
A47

年賀状を
作ってみよう

写真やイラスト・住所録などを使っ
て、年賀状を作成・印刷し、外部記
憶装置等への保存方法を学習

11/６（金）※A46
11/27（金）※A47
10：00～15：00（昼休みあり）

★文字入力のできるかた向けの講座（応用）

A48 自分史を作っ
てみよう

WordやExcelの応用的な操作を活用
して、簡単な自分史を作成

11/12（木）・13（金）
（全２回）10：00～12：00

A49 デジカメ写真
すっきり整理

撮影写真をパソコンに保存・整理
し、外部記憶装置などへの保存方
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）

11/19（木）
10：00～15：00（昼休みあり）

A50 住所録活用法

Excelで作成した住所録をWordの宛
名ラベルに活用する方法や、デー
タベース機能（抽出・並べ替えな
ど）を学習

11/20（金）
10：00～15：00（昼休みあり）

A51 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

11/28（土）
10：00～15：00（昼休みあり）

Ｂ【沖館市民センター開催講座】
★Word＆Excel操作が初めてのかた向けの講座

B07 オリジナル年
賀状を作ろう

写真やイラスト、住所録などを使っ
て年賀状を作成し、印刷まで学習

11/７（土）
10：00～15：00（昼休みあり）

B08 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、名刺やラベルを作成

11/14（土）・21（土）
（全２回）10：00～12：00

B09 はじめての
Excel

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

11/14（土）・21（土）
（全２回）13：30～15：30

市民図書館からのお知らせ
問市民図書館
　（☎017－776－2455、Ｆ017－776－2400）

市民図書館からのお知らせ

　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 11/４（水）

11：00～
11：20

沖館市民センター 11/５（木）
大野市民センター 11/６（金）
東部市民センター 11/10（火）
中央市民センター 11/12（木）
戸山市民センター 11/13（金）
荒川市民センター 11/17（火）
古川市民センター 11/19（木）
北部地区農村環境改善センター 11/20（金）
油川市民センター 11/24（火）
西部市民センター 11/26（木）

　絵本の読み聞かせ・紙芝居、手遊び、おす
すめの本の紹介など、親子で楽しめます。
◆市民センターの「おひざにだっこのおはなし会」

11月のおはなし会

おはなし・読み聞かせ講習会
（初級編）

◆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）

時11月14日（土）・21日（土）・28日（土）
　10：30～12：30（全３回）
所大野市民センター
内おはなしの仕方や、絵本・紙芝居の読み
聞かせ方についての講義、実演・実習等

対ボランティア活動等で子どもにおはなし
や読み聞かせをしたい市内在住のかた
　※今まで同講座を受講したことがなく、全

日程に参加できるかたに限ります。
人20人（抽選）
備お子さんの同席はご遠慮ください。
申申込用紙に必要事項を記入し、10月15日
（木）～30日（金）に電話・FAX・郵送で、
〒030－0801　新町一丁目３－７　市民
図書館読書支援サービスチームへ
※直接持参の場合、市民図書館８階カウン
ターまたは大野市民センターへ
※申込用紙は市民図書館、各市民センター、
浪岡中央公民館で配布しているほか、市民
図書館ホームページからダウンロード可

◆千葉記念（ＧⅢ）場外…17日（土）～20日（火）
◆函館ナイター（ＦⅠ）場外…18日（日）・19日（月）
◆青森（ＦⅡ）…21日（水）～23日（金）
◆弥彦（ＦⅠ）場外…21日（水）～23日（金）

◆大垣記念（ＧⅢ）場外…24日（土）～27日（火）
◆高松（ＦⅠ）場外…28日（水）～30日（金）
◆大宮（ＦⅠ）場外…28日（水）～30日（金）
◆函館記念（ＧⅢ）場外…31日（土）～11月３日（火）

問青森競輪場（☎017－787－2020）青森競輪日程（10月後半）

所 問
Ａ…中央市民センター（☎017－734－0164）〒030－0813 松原一丁目６－15
Ｂ…沖館市民センター（☎017－761－4161）〒038－0002 沖館一丁目１－11
対 人18歳以上／Ａ…各20人  Ｂ…各12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・氏名を記入の上、各市
民センターへ（10/21（水）必着）

備抽選結果は10/30（金）以降に通知。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

※横内市民センターのおはなし会はお休みです。
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