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市民図書館からのお知らせ

市民センターのイベント

８月の開館時間変更のお知らせ

中央市民センター　星フェス

第９回さわる絵本展

会場・問合せ 日　時 上映作品

沖館市民センター（☎017ー761ー4161） ７/22（土） 14：00～15：00 「動物オリンピック」「六人のごうけつ」

北部地区農村環境改善センター（☎017ー754ー2244） ７/25（火） 10：00～11：00 「おじゃる丸の交通安全」「はれときどきぶた」

横内市民センター（☎017ー738ー8723） ７/29（土） 10：00～11：00 「がんばれスイミー」「ムーミン スナフキンが帰ってきた」

東部市民センター（☎017ー736ー6255） ７/29（土） 10：00～11：00 「七夕ものがたり」「こぎつねのおくりもの」

中央市民センター（☎017ー734ー0164） ７/30（日）
10：00～10：50

「注文の多い料理店」「猫の事務所」
12：45～13：35

油川市民センター（☎017ー788ー1201） ７/31（月） 10：00～11：00 「勇気あるホタルととべないホタル」「双子の星」

西部市民センター（☎017ー788ー2491） ８/８（火） 13：30～14：30 「日本の民話シリーズ～コシャマインの反乱～」「六人のごうけつ」

古川市民センター（☎017ー776ー8082） ８/９（水） 13：00～14：00 「ムーミン 落ちてきた星の子」「ムーミン 消えないおばけ」

荒川市民センター（☎017ー739ー2343） ８/10（木） 14：30～15：30 「双子の星」「おばけ長屋」

戸山市民センター（☎017ー743ー0720） ８/10（木） 11：00～12：00 「ムーミン スナフキンが帰ってきた」「がんばれスイミー」

夏休みこども映画劇場

市民図書館では、８月１日（火）～31日（木）の間、通常よ

りも１時間早く９：00から開館します。自主学習などに

ご利用ください。

〔８月の開館時間〕９：00～21：00

※ねぶた祭期間中（２～７日）は20：00閉館。

※各市民センター、浪岡中央公民館図書室は通常通りの

開館時間です。

一日限定の、星づくしのイベント。プラネタリウムや星の映画を観た

後は、望遠鏡で夜空をのぞいてみよう！

時内７月28日（金）★プラネタリウム特別番組　17：00～

　　　　　　　　　　（約50分／150円、中学生以下無料）

　　　　　　　　　★こども映画劇場　18：00～

　　　　　　　　　　「オルペウスのたて琴」「七つの星」

　　　　　　　　　★夜空の観望会　19：00～

　　　　　　　　　　（中学生以下保護者同伴　※雨天等の場合は中止）

所問中央市民センター（☎017－734ー0164）

図書館ボランティアが手作りし

た、点字が付いた布製の「さわ

る絵本」を展示します。

時７月20日（木）～23日（日）

　10：30～16：00

所市民図書館７階ロビー

移動図書館「はまなす号」おはなし会

移動図書館「はまなす号」巡回場所で、おはなし会を行

います。通常の貸出しも行っていますので、お気軽にご

利用ください。

巡回日 地区 駐車場所 時間

７/25（火）
野内 野内小学校 13：10～13：30

造道 県造道公舎Ｃ棟駐車場 14：10～14：30

７/26（水） 緑 南奥野市民館前 16：20～16：40

７/27（木）
宮田 東陽小学校 13：00～13：20

袰懸 ほろがけ福祉館裏 15：20～15：40

７/28（金）金沢 金沢小学校 13：10～13：30

８/８（火）
奥内 奥内小学校 13：10～13：30

油川 油川小学校 15：20～15：40

８/９（水）
丸山 三内西小学校 13：10～13：30

平和台 県営住宅平和台団地
集会所前駐車場 15：10～15：30

８/10（木）
原別 原別小学校 13：10～13：30

小柳 市営住宅小柳第一団地
Ｄ棟北側駐車場 15：10～15：30

問市民図書館（☎017－776－2455、HPhttp://www.library.city.aomori.aomori.jp/new-hp/enter/enter.html）

中央市民センター　三浦茉梨花
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はまなす会館の社交ダンス教室　申問７月18日（火）13：00からはまなす会館（☎017－738－4821）へ

チャレンジ！ パソコン講座

中央市民センター開催講座　所問中央市民センター（☎017－734－0164）〒030－0813　松原一丁目６－15
番号 講   座   名 内　　　　容 開　催　日　時
パソコンを初めて操作するかた向けの講座（基礎）

A15 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
８/22（火）・23（水）
（全２回）10：00～12：00

Word＆Excel操作が初めてのかた向けの講座

A16
Excelの
基本的な文書作成

文字の装飾・レイアウトなどを学習し、簡単な案内文書を作成
８/17（木）
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）

A17
住所録活用法を
覚えよう

WordやExcelの住所録を活用し、宛名ラベル・図入り名刺・はがきを作成する
方法を学習

８/18（金）
10：00～15：00（昼休みあり）

A18 エクセルの小技 表を作成するときに便利な小技を紹介
８/19（土）
10：00～12：00

A19
ワード
ステップアップ

「Wordの基本的な文書作成」のステップアップとして、画像入りのカラフルな
チラシを作成

8/22（火）
13：30～15：30

A20
エクセル
ステップアップ

「Excelの基礎を学ぼう」のステップアップとして、色々な機能を使って実践
的な表を作成

8/23（水）
13：30～15：30

A21
メール活用法を
覚えよう

基本的なメールの送受信方法、画像やファイルの添付、Webメール活用法など
を学習

８/24（木）・25（金）
（全２回）10：00～12：00

A22
Excel関数
ステップアップ

Excel関数を学ぶ上で重要なIF系関数を学習し、関数の活用について理解を深
める

８/26（土）
10：00～15：00（昼休みあり）

対人料18歳以上／各20人（いずれも抽選※申込者少数時中止あり）／各1,500円※A18・A19・A20は1,000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（７/21（金）必着）※抽選結果は７/28（金）以降に通知。
備OSはWindows７、ソフトはoffice 2013を使用。共催：NPO法人IT支援ネット

教室名 開催日時 人員 料金

初級ラテン ８/１～11/28の火曜日　10：30～12：00（全15回） 30人 12,000円

初級スタンダード ８/３～11/30の木曜日　10：30～12：00（全15回） 30人 12,000円

初級 ８/１～11/28の火曜日　18：30～20：00（全15回） 30人 12,000円

中級 ８/３～11/30の木曜日　18：30～20：00（全15回） 30人 12,000円

初めてのタンゴ ８/５～11/25の土曜日　10：30～11：30（全14回） 15人 9,800円

国際芸術センター青森（ACAC）のイベント　所問国際芸術センター青森（☎017－764－5200）

船井美佐展「楽園／境界～いつかいた場所～」（ギャラリーＡ）

…大型のすべり台型の作品のほか、近年発表している鏡を

使った作品、ドローイングなどを展示

アルバーノ・アフォンソ展「浮遊する影と光」（ギャラリーＢ）

…モビールと光の投影によるインスタレーション作品を展示

★オープニング・アーティストトーク　７月29日（土）14：30～

夏のアーティスト・イン・レジデンス　７月25日（火）～９月10日（日）10：00～18：00

２人のアーティストによる個展や、関連イベントを開催。

　③森のスタンプラリー

　　時船井美佐展「楽園／境界」開催期間中

内野外彫刻を鑑賞しながらスタンプを集める

　④モビールで作る日常の世界

　　時８月19日（土）13：30～16：30

内料講師…アルバーノ・アフォンソさん／100円

申８月12日（土）までに、ACACへ

　①いろのらくえん　－ 丸と穴

　　時７月29日（土）10：30～、30日（日）13：30～

　　内船井さんと一緒に大きなキャンバスに絵を描く

　　対３歳以上の子どもと保護者

申７月25日（火）までに、ACACへ

　②キッズ工作室

　　時８月５日（土）10：00～、20日（日）13：30～

　　内葉っぱネックレス、紙コップちょうちん等を作る

関連イベント
船井美佐「楽園／境界」2014年　撮影：木奥恵三
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