
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 本場の讃岐うどんをお家で楽しもう！

～讃岐うどん教室～ ２/10（水）15：00～18：00 18歳以上10人 1,500円

２ ひなまつりに使える和菓子
～はじめての和菓子づくり～ ２/29（月）10：00～12：00 18歳以上16人 1,000円

大野市民センター ３ 楽しくバレンタイン
チョコケーキづくり ２/11（木）10：00～12：00 小学生以上の子ども

と保護者８組16人 1,000円

戸山市民センター
４ 家庭でできる簡単筋力トレーニング

健康運動・体力づくりしましょう！
２/13（土）・20（土）
（全２回）10：00～12：00 18歳以上20人 無料

５ 春はすぐそこ！ひなまつり料理教室
華やか料理で楽しもう ２/26（金）10：00～12：00 18歳以上15人 800円

西部市民センター
６ 短歌で表現力を磨く「冬」 ２/８（月）・15（月）

（全２回）10：00～12：00 18歳以上15人 無料

７ リズム運動で楽しく体力アップ ２/22（月）・29（月）
（全２回）10：00～12：00 50歳以上30人 無料

中央市民センター

１ キッズベーカリー「ちいさなパン屋さん
３種類のパンを手づくりしよう！」 １/30（土）10：00～12：00 ３～６年生20人 500円

２ キッズダンシング
「DANCE！DANCER！！DANCEST！！！」

１/30～２/27の土曜日
（全５回）10：00～12：00 ３～６年生30人 無料

３ 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！」 １/31（日）10：00～12：00 １～６年生15人 無料

４ キッズパティシエ「寒い冬だから…  あっ
たかおいしい鶏だしのコク塩おうどん」 ２/６（土）10：00～12：00 ３～６年生20人 500円

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（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

◆１/15（金）必着　１/22（金）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）

■中央市民センターのイベント（☎017－734－0164）

星空の時間
１月の星座と
恒星にも色がある（約50分）

毎週土曜日（２日を除く）
①11：00　②13：30

毎週日曜日・祝日
（１・３・17日を除く）　13：30

プラネくんと星空さんぽ
１月の星座とプレアデスの
姉妹たち（幼児向け・約40分）

毎週日曜日・祝日
（１・３・17日を除く）　11：00

◆１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）
　※団体利用についてはお問合せください

◆大人の映画会　　時１月19日（火）

10：00～
11：30

「父、この強気もの」家庭教育のあり方や子どもの
教育に対する親の姿勢を考える物語

「子だぬき愛情ものがたり」大けがをした野生の子だ
ぬきを救ったトラック運転手と獣医の心温まる物語

◎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）

《広告》《広告》

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
東部市民センター
☎017－736－6255

自分を知ってハートをキャッチ！
バレンタイン大作戦 ２/13（土）10：00～12：00 小学４～６年生

と保護者10組 1,200円 １/18（月）10：00～
料金持参の上、来館

横内市民センター
☎017－738－8723

お菓子作り教室
「チョコレートケーキ」 １/24（日）10：00～13：00 18歳以上

10人 2,000円 １/４（月）10：00～
電話または来館

油川市民センター
☎017－788－1201 焼き菓子教室「スノーボール」 １/14（木）10：00～12：00 18歳以上

８人 1,000円 １/４（月）９：30～
電話または来館

荒川市民センター
☎017－739－2343

自分で出来る簡単カイロ
プラクティック講座 １/15（金）９：00～13：00 18歳以上

30人 1,000円 １/４（月）９：00～
電話または来館

チーズスフレケーキ作り
教室 １/27（水）10：00～12：00 18歳以上

16人 200円 １/５（火）９：00～
電話または来館

シェフが教える裏技テクニック　
「冬の王様　鱈とカキのパリエ」 ２/10（水）９：30～12：30 18歳以上

12人 1,500円 １/20（水）９：00～
電話または来館

チョコチップシフォンケーキ作り
教室 ２/13（土）10：00～12：00 18歳以上

16人 1,000円 １/22（金）９：00～
電話または来館

西部市民センター
☎017－788－2491

すし職人直伝！
ひな祭りのバラちらしとだし料理 ２/29（月）10：00～13：00 18歳以上

15人 1,300円 １/９（土）10：00～
料金持参の上、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

　　　　マークの付いた講座は「そうだ！市民センター・公民館に行こう！413キャンペーン」対象事業です。
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平成27年の青森市の主なできごと

断続的な降雪で１月３日に積雪
深が110cmに達し、翌日「青森
市豪雪対策本部」を設置し、雪対
策を強化しました。

青森市豪雪対策本部の設置

　平和大使に任命した中学生を長
崎市に派遣したほか、青森空襲の
あった７月28日を「平和の日」と
する条例制定を目指しています。

青森空襲から70年 平和を次世代
につなぐ取組始まる

　４月に「花岡プラザ」をオープ
ンしたほか、９月には青森市浪岡
地域振興基金を設立しました。

地域の特性を生かした浪岡地区
のまちづくり進む

　「縄文の学び舎・小牧野館」、「小
牧野の森・どんぐりの家」、「北のま
ほろば歴史館」が開館し、八甲田丸
をリニューアルオープンしました。

新たな文化施設が誕生

　友好交流協定締結20周年を迎
え、両市長による相互訪問など各
種記念行事等を行いました。

韓国平
ピョンテク

澤市との友好交流協定
締結20周年

　人口減少・地域経済縮小の克服
に向けて、「青森市総合戦略」を
策定しました。2075年以降、市
の人口が約18万５千人で安定す
ることを目指します。

「青森市総合戦略」を策定

　１月にご逝去された、五輪２大
会連続柔道金メダリストの斉藤仁
さんを偲ぶ会を開催しました。

青森市初の市民栄誉賞受賞者
斉藤仁さんが逝去

　「ミラノ万博」やカリフォルニ
ア州ロサンゼルス市の「二世週
祭」、「ハリウッド・クリスマス・
パレード」に青森ねぶたが出陣
し、世界から注目を集めました。

青森ねぶたの魅力を世界に発信！

　子ども医療費の助成対象に小・
中学生の通院等を加えて８月から
実施しました。学校給食では、食
物アレルギー対応食の提供を４月
から全小・中学校に拡大しました。

子ども・子育て支援を大幅に拡大

　北京首都航空が青森・杭州線の就
航を決定しました。青森空港への
国際線新規就航は21年ぶりです。

北京首都航空　青森・杭州線の
就航決定

　ごみの焼却等による発電や金属
等の再資源化による循環型社会の
構築を目指し、青森市清掃工場が
４月に供用を開始しました。

循環型社会に向けた取組の推進

　青森駅周辺整備推進事業やアウ
ガへの対応、市役所庁舎の整備な
どに関する議論が高まりました。

青森市のまちづくりについての
議論が高まる

　国の交付金を活用し、総額22
億８千万円分を６月13日から販
売するとともに、生活支援を目的
に、低所得世帯や子育て世帯に、
商品券を支給しました。

青森市プレミアム商品券を販売

　棟方志功展～半世紀の芸業～、生
誕80周年 寺山修司・澤田教一展～
青森から世界へ～を開催しました。

青森市ゆかりの偉人たちの
記念展開催

国際会議観光都市の
認定

　７月31日、全国
で53番目、県内市
町村では初めて「国
際会議観光都市」と
して、観光庁から認
定を受けました。今
後は、MICE誘致や
外国人誘客等を一層
進めます。
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