
市民スクール
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 クリスマスに手作りリースを飾ろう！

～ナチュラル素材でつくるオリジナルリース～ 12/４（金）10：00～12：00 18歳以上20人 2,500円

２ 親子で作る！
おいしいクリスマスロールケーキ 12/23（水）13：30～15：30 小学生と

保護者20組 1,000円

大野市民センター ３ 親子で作ろうクリスマスケーキ 12/23（水）10：00～12：00 小学生以上と
保護者８組 1,400円

横内市民センター ４ プリザーブドフラワー教室
「お正月をお花で華やかに」 12/５（土）15：00～17：00 小学生以上と

保護者５組 無料

戸山市民センター
５ プリザーブドフラワーでクリスマスアレ

ンジを楽しもう 12/４（金）10：00～12：00 18歳以上10人 1,500円

６ お正月の生け花
フラワーアレンジメントで華やかに 12/11（金）14：00～16：00 18歳以上15人 500円

西部市民センター
７ 字手紙で年賀状 12/５（土）・12（土）（全２回）

13：00～15：00 小学生以上10人 無料

８ カイロプロテクターによる
脱！下半身太り

12/７（月）・14（月）（全２回）
10：00～12：00 18歳以上30人 無料

北部地区農村環境
改善センター ９ やさしい体操教室

「転倒予防…筋力アップ体操」
12/２（水）・９（水）・16（水）
（全３回）10：00～12：00 18歳以上15人 無料

中央市民センター

１ 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」 11/28（土）13：00～15：00 ３～６年生15人 無料

２ キッズクッキング「クリスマスにもぴっ
たり！あつあつとろ～りグラタンピザ」 12/５（土）10：00～12：00 ３～６年生15人 500円

３ キッズパティシエ「楽しくかわいくデコし
ましょ！クリスマスのアイシングクッキー」 12/５（土）14：00～16：00 １～６年生20人 500円

４ キッズフィットネス「親子でもどうぞ！
楽しく身体を動かそう！」 12/６（日）10：00～12：00 １～６年生15人 無料

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、寿大学・女性大学無料公開

講座…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（件名「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
（件名「キッズスクール申込」）に必要事項を

記入し下記へ

◆11/16（月）必着　11/24（火）から結果通知
◆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）

中央市民センター 1 地方から考える"地方分権"★ 12/16（水）

東部市民センター ２ 笑いの大切さについて
～コア笑いのプロデューサーを経験して 12/24（木）

大野市民センター ３ め～ど～in青森について★ 12/22（火）

横内市民センター ４ 癌にならないためにはどうすればよいの
か（癌予防） 12/18（金）

油川市民センター ５ 東北新幹線と北海道新幹線（社会学） 12/18（金）

荒川市民センター ６ 老化と知能の心理学（薬学） 12/22（火）

沖館市民センター
７ 介護にならないために

～参加しよう介護予防教室～ 12/11（金）

８ 津軽の武将の妻や側室たち★ 12/17（木）

西部市民センター

９ かしこい年金生活 12/11（金）

10 漢方はなぜ効くのか？ 12/11（金）

11 管理栄養士が伝えるバランス食講座
～きちんと食べてはつらつボディ～★ 12/９（水）

北部地区農村環境
改善センター 12 健（検）診を受けて安心！元気を増進！ 12/17（木）

★寿大学・女性大学無料公開講座（対象：18歳以上、★は女性のみ）
　10：00～12：00　※講座番号２は13：30～15：30

キャンペーン

　市民センター・公民館の講座を受講し

たことがないかたや子ども・親子向けの

特別講座等を開催！　今号は、18～19

ページの３つの講座・イベントが対象

（ マークあり）です。
　この機会にぜひ、市民センター・公民

館をご利用ください。
問社会教育課（☎017－761－4784）

ご活用ください！

生涯学習情報誌

　学習機会情報誌「生涯楽習あおもり」

の平成27年度下半期版を発行しまし

た。団体・サークル情報誌「楽習応援ナ

ビ」、指導者情報誌「まなびすと名鑑」

とともに、市民センター・公民館などに

配置しています。ぜひご活用ください。

問社会教育課（☎017－761－4784）

市民センター・公民館を利用しよう！
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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
大野市民センター
☎017－739－6228

食と健康　～かしこく、楽しく
食べて健康に～（託児あり） 11/18（水）10：00～12：00 18歳以上

20人 無料 11/１（日）９：00～
電話または来館

横内市民センター
☎017－738－8723

清掃管理課の出前講座
「正しいゴミの出し方」 11/８（日）10：00～12：00 18歳以上

30人 無料 11/２（月）10：00～
電話または来館

青森の中世の歴史に思いをはせ
て　～堤浦・横内と堤弾正～ 11/23（月）10：00～12：00 小学生以上

30人 無料 11/１（日）10：00～
電話または来館

お菓子作り教室
「パンプキンタルト」 11/29（日）10：00～13：00 18歳以上

10人 2,000円 11/４（水）10：00～
電話または来館

油川市民センター
☎017－788－1201

卓球教室 11/12～12/10の木曜日（全４回）
18：30～20：30

18歳以上
20人 無料 11/２（月）９：30～

電話または来館
プリザーブドフラワーのクリス
マスと正月飾り

①11/12（木）　②12/８（火）
10：00～12：00

18歳以上
各日20人 2,000円 11/４（水）９：30～

電話または来館

キッズドッジボール教室 11/21～12/12の土曜日（全４回）
10：00～12：00

小学生
20人 無料 11/５（木）９：30～

電話または来館

バドミントン教室 12/１～22の火曜日（全４回）
18：30～20：30

18歳以上
20人 無料 11/９（月）９：30～

電話または来館

古川市民センター
☎017－776－8082

プールで楽しく健康づくり
（月曜日）

１/18～３/28の月曜日（全10回）
10：00～12：00

18歳以上
40人 2,800円 11/16（月）～23（月）

に直接来館

11/25（水）10：00
から抽選

プールで楽しく健康づくり
（水曜日）

１/13～３/30の水曜日（全12回）
10：00～12：00

18歳以上
40人 3,360円

一般水泳教室 １/７～３/31の木曜日（全12回）
10：00～12：00

18歳以上
40人 4,860円

大人の着衣泳 12/９（水）10：00～12：00 18歳以上
20人 無料 11/９（月）10：00～

電話または来館

荒川市民センター
☎017－739－2343

植木の雪囲い方法 11/19（木）10：00～12：00 18歳以上
10人 無料 11/５（木）９：00～

電話または来館
冬のイベント用お料理
＆簡単スイーツ作り教室

12/３（木）・10（木）（全２回）
10：00～13：00

18歳以上
16人 3,000円 11/12（木）９：00～

電話または来館
道の駅「なみおか」周辺を歩く
　あどはだりウオーキング 12/３（木）９：00～12：00 18歳以上

20人 無料 11/19（木）９：00～
電話または来館

羊毛フェルトで小物作り教室 12/６（日）10：00～12：00 小学４～６年生
10人 800円 11/16（月）９：00～

電話または来館
親子で
クリスマスケーキ作り教室 12/19（土）13：30～15：30 小学生と保護者

８組 2,000円 11/20（金）９：00～
電話または来館

沖館市民センター
☎017－761－4161

終活セミナー 11/11（水）・18（水）（全２回）
10：00～12：00

18歳以上
30人 無料 11/２（月）９：00～

電話または来館
青森ワッツがやってくる①
青森ワッツ誕生物語 11/14（土）13：30～14：20 50人 無料 11/４（水）９：00～

電話または来館
青森ワッツがやってくる②
バスケットボール教室 11/14（土）14：30～15：30 小学４～６年生

40人 無料 11/７（土）９：30～
来館（10：00抽選）

アイロンでできる障子紙の張替え 11/18（水）10：00～12：00 18歳以上
15人 無料 11/５（木）９：00～

電話または来館

地域防災力をどう向上させるか 11/26（木）13：30～15：30 18歳以上
50人 無料 11/２（月）９：00～

電話または来館

西部市民センター
☎017－788－2491

クリスマスからお正月に使える
プリザーブドフラワーアレンジ 12/３（木）10：00～12：00 18歳以上

25人 2,000円 11/５（木）10：00～
料金持参の上、来館

親子クリスマスケーキ教室
～ブッシュ・ド・ノエル 12/24（木）10：00～13：00 小学生と保護者

９組 2,000円 11/20（金）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

小学生のための
学べる卓球教室！

11/14（土）・21（土）（全２回）
10：00～12：00　※１日参加も可

小学生
20人 無料 11/２（月）９：00～

電話または来館
おもしろ実験室「アメンボをつくっ
て、水面のふしぎな力を体験しよう」 11/21（土）10：00～12：00 小学生

20人 無料 11/２（月）９：00～
電話または来館

体内時計と健康
～心と体と食の調和 11/30（月）10：00～12：00 18歳以上

30人 無料 11/２（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）／有料講座のキャンセルは開始１週間前まで

◆おいでよ北部市民センター　時11/28（土）・29（日）10：00～15：00（最終日13：00まで）
　近隣保育園児の絵画80点、年賀に使える消しゴムはんこ、松ぼっくりツリー、絵本＆折り紙＆バルーン

アート、連珠に挑戦し級をゲット！など、園児から大人まで楽しめます。

■北部地区農村環境改善センターのイベント（☎017－754－2244）

■中央市民センターのイベント（☎017－734－0164）

星空の時間
11月の星座といろいろな
星雲・星団（約50分）

毎週土曜日　①11：00 　②13：30
毎週日曜日・祝日（１日・15日を除く）
　13：30

プラネくんと星空さんぽ
11月の星座とエチオピア王
家の物語（幼児向け・約40分）

毎週日曜日・祝日（１日・15
日を除く）　11：00

◆11月のプラネタリウム　　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）

◆こども映画劇場　　時11月22日（日）
10：00
～10：50

「あしたぶたの日ぶたじかん」
　ある少年が「うそしんぶん」を書いてみたら…

12：45
～13：15

「銀色のシカ」
　森の中の拓けた村に住むジャック少年のお話

◆大人の映画会　　時11月17日（火）

10：00
～11：30

「ケン太のいたずら日記」
　いたずら者健太が仲間としでかすわんぱく物語
「おじいちゃんも仲間」
　若者と老人の話し合いの大切さを伝える

ページ 記事 誤 正

４
あおもり魅力野菜
プロジェクト

日本料理百代　浪打通さん 日本料理百代　浪内通さん

16
アートでオン！
フォーラム

アートで音楽のあるまちづくり青森　文
化芸術創造活動助成事業　中間報告会

アートで音楽のあるまち青森　文化芸術
創造活動助成事業　中間報告会

劇団「青年座」主宰 劇団「青年団」主宰
四国大学客員教授 四国学院大学客員教授

訂正とおわび　本紙10月15日号において、右表のと
おり誤りがありました。訂正しておわびします。
問〔４ページ〕
　　あおもり産品・企業支援課（☎017－734－5122）
　〔16ページ〕
　　文化スポーツ振興課（☎017－761－4509）
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