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市民図書館からのお知らせ 問市民図書館（☎017－776－2455）

場所／問合せ 利用日時
滝内福祉館 ☎017－766－5966 10：00～17：00

※休館…火曜、12月28日（金）～１月４日（金）ほろがけ福祉館 ☎017－742－8165

奥内児童館 ☎017－754－2117 ９：00～18：00（土曜のみ８：00開館）
※休館…日曜・祝日、12月29日（土）～１月３日（木）

巡回場所 巡回時間 12月 １月 ２月 ３月
中
佃

生協つくだ店
駐車場 13：00～14：00 ４日（火）

18日（火）
８日（火）
22日（火）

５日（火）
19日（火）

５日（火）
19日（火）

相
野

生協コスモス館
駐車場 10：30～11：30 ５日（水）

19日（水）
９日（水）
23日（水）

６日（水）
20日（水）

６日（水）
20日（水）

港
町

合浦デイサービス
センター前 13：00～13：50

６日（木）
20日（木）

10日（木）
24日（木）

７日（木）
21日（木）７日（木）

小
柳

市営住宅小柳第一
団地Ｄ棟北側駐車場 14：10～15：00

浜
田

盛運輸サンドーム
（屋内グラウンド）駐車場 13：00～13：50

７日（金）
21日（金）

11日（金）
25日（金）

８日（金）
22日（金）

８日（金）
22日（金）妙

見
ニューライフ芙蓉前
駐車場 14：10～15：00

①移動図書館「はまなす号」の冬期間巡回日程

②冬期間に図書を貸出しする施設【期間】12月１日（土）～２月28日（木）

積雪で駐車場の確保等が難しくなるため、12

月以降は「はまなす号」の巡回場所を表①の

とおり限定します。

言葉のちから・声のあかりプロジェクトチームによる朗読

です。

時12月８日（土）16：00～18：00

所対市民図書館８階会議室２／中学生以上

申12月７日（金）までに市民図書館へ

絵本の読み聞かせや紙芝居、本の紹介等を行います。

また、冬期間は表②の施設で

も図書の貸出しを行います。

ご利用ください（本の返却は

借りた施設へ）。

★貸出冊数…１人５冊まで

　（市民図書館・市民センター等の貸出しと

あわせて10冊まで）

★利用者カード…市民図書館・市民センター

等と共通

★本の返却…次の巡回日までに返却または市

民図書館・市民センター・ブックポストへ

◆冬期間の地域貸出しサービスのお知らせ

◆大人のための朗読会
　「ストーリーテラーたちとクリスマスを」

◆青森市読書団体連絡会によるおはなし会

会　　場 12月 時　　間

油川市民センター ８日（土） 10：30～11：30
大野市民センター 23日（日） 11：00～12：00
中央市民センター 23日（日） 11：00～11：30
戸山市民センター 23日（日） 11：00～12：00

対幼児～小学生と保護者

青森競輪日程（12月前半） 問青森競輪場（☎017−787−2020）

四日市記念（ＧⅢ）場外 １日（土）～４日（火）
小倉ナイター（ＦⅠ）場外 ２日（日）～４日（火）
広島記念（ＧⅢ）場外 ６日（木）～９日（日）
宇都宮（ＦⅠ）場外 10日（月）～12日（水）

高松（ＦⅠ）場外 10日（月）～12日（水）
伊東温泉記念（ＧⅢ）場外 13日（木）～16日（日）
いわき平ナイター（ＦⅠ）場外 14日（金）～16日（日）

▶青森競輪場イメージキャラクター　葵 萌輪

競輪は適度に楽しみましょう。車券の購入は20歳になってから。

スポーツ教室　申込みは直接、開催会場へ ★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 開催日時 対象／人員 料金 申込み※申込順

●カクヒログループスタジアム（市民体育館）　☎017－743－3361 ※９：00～20：00受付

苦手克服小学生体操教室（鉄棒・跳び箱・走り方）12/23（日）・24（月）14：00～16：00 小学生15人 2,000円 12/１（土）～

●みちぎんドリームスタジアム（スポーツ会館）　☎017－765－6200

少年少女カーリング教室 １/７（月）～11（金）10：00～12：00（全５回） 小学４年生～中学生16人 2,000円 １/５（土）まで

●盛運輸サンドーム（屋内グラウンド）　☎017－729－3106

小学生野球教室 １/７（月）・８（火）10：00～12：00 小学２～６年生50人 1,000円 12/１（土）～

小学生サッカー教室 １/９（水）・10（木）10：00～12：00 小学２～６年生40人 1,000円 12/１（土）～

時１月13日（日）・14日（月）９：00～17：00

所みちぎんドリームスタジアム

対人小学５・６年生24チーム（初心者可）

備事前講習会（１月12日（土）９：00～17：00）に必ず参加してください

申問12月14日（金）までに、申込書（会場または受付に備付け）をリンク

ステーションホール青森（☎017ー773ー7305、Ｆ017ー776ー2066）へ

市民図書館　堰野端隆綱

寒い冬は
家で読書を
しませんか？
ぜひ借りに来て
ください！

小学生
カーリング

チャレンジ

カップ
参加者募集

！

小学生
カーリング

チャレンジ

カップ
参加者募集

！
青森県カーリング協会
鈴木さん
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日本銀行青森支店冬休み親子見学会

時１月９日（水）・10日（木）

　①10：00～12：00

　②13：30～15：00

対①小学４～６年生と保護者

　②小学１～３年生と保護者

申12月３日（月）10：00からメール等

で日本銀行青森支店へ※詳細はホー

ムページをご覧ください。

所問日本銀行青森支店

　（☎017－734－9516）

森林博物館
植物標本ワークショップ

時12月８日（土）13：00～14：00

内所蔵の植物の標本を使い、植物

の分類を体験

料入館料…一般240円、高校・大学生

120円、中学生以下・70歳以上無料

申問森林博物館（☎017ー766ー

7800）へ

あおもり歴史トリビアを読む会

青森商社と商人―明治維新期の青森

時12月19日（水）①14：00～15：00

　②18：30～19：30※①②同内容

所市民図書館８階会議室２

内講師…工藤大輔（歴史資料室長）

人各40人

申 問12月３日（月）から歴史資料室

（☎017－732－5271　月～金曜

９：00～17：00受付）へ

現役ねぶた師による
ねぶた面づくり教室

時①１月５日（土）・６日（日）

　②１月12日（土）・13日（日）

　いずれも10：00～15：30

内講師…①我生会　②北村麻子さん

対小学５年生以上で①または②の日

程に参加できるかた※小学生保護者同伴

人料各20人／1,500円

申問ねぶたの家ワ・ラッセ（☎017ー

752ー1311）へ

異文化理解講座

チャレンジ！韓国の福袋作り
～韓国のお正月を感じてみよう～

韓国のお正月文化の紹介と、牛乳

パックを使った福袋作りを体験♪

時12月22日（土）10：00～12：00

所アウガ６階会議室

内講師…キム・ジヒ

　　　　（青森市国際交流員）

対人市内在住の小学生20人

申問12月14日（金）まで

に、交流推進課（☎
017－734－5235）へ

あおもりスタートアップ支援セミナー
あお★スタ

起業・創業、新たな事業展開など、

スタートアップのためのセミナー。

時12月26日（水）15：30～18：10

所AOMORI STARTUP CENTER

　（青森商工会議所１階）

内テーマ「中小企業の事業イノベー

ションとマーケティング」講師…

藤本雅彦さん（東北大学大学院経

済研究科教授）

申問12月20日（木）までに、青森商工

会議所（☎017－734－1311）へ

市民向け不動産セミナー

時12月７日（金）14：00～17：00

所アップルパレス青森ねぶたの間

内「今後の建物状況調査の流れ」講

師…稲見公介さん（稲見建築設計事務所）

申問12月６日（木）までに、（公社）

青森県宅地建物取引業協会青森支

部（☎017－734－2355）へ

青森県産のお肉を使った料理教室

時12月11日（火）10：00～13：00

所青森山田高等学校調理室

人28人（抽選）※前回９月に参加

したかたは対象外

申問往復はがき（１枚２人まで）

に住所・氏名・年齢・電話番号を

記入し、12月４日（火）までに、

〒030－0113　第二問屋町三丁目

５－25　青森県食肉事業協同組合

連合会（☎017－729－8078）へ

介護予防健康教室
～腰の痛み・不具合回復編～

時12月17日（月）13：45～15：15

所ビバ・イン松原サルーテあおもり

内セミナー、講義と実技（膝・腰

が痛くてもできる運動）

申問12月３日（月）からビバ・イン

松原（☎017－775－3933）へ

女性のためのお手軽講座！

①お手軽簡単！ストレッチ講座

②ストレッチ＆トレーニング講座

時①１月８日（火）～３月12日（火）

　　10：30～11：30

　②１月11日（金）～３月29日（金）

　　19：00～20：30

所リンクステーションホール青森

対18歳以上の女性

料各13,600円

申問12月３日（月）～21日（金）に、

青森市文化スポーツ振興公社（☎
017－773－7305）へ

介護のキホン！マスター講座

時①12月７日（金）②12月12日（水）

　③12月20日（木）

　いずれも９：30～12：00

所県民福祉プラザ

内①介護保険制度の概要、移動・

移乗の介護　②嚥
え ん げ

下障害・食事介

助の基礎、福祉の職種紹介　③認

知症の基礎知識・接し方

申問各開催日の５日前までに、青

森県福祉人材センター（☎017－

777－0012）へ

介護基本技術講習

介護現場への就労を目指す中高年齢

のかたや主婦のかたなど、基本から

勉強してみませんか。

時１月15日（火）～18日（金）

所はまなす会館

対全ての日程に参加できるかた

申問12月21日（金）までに、介護労

働安定センター青森支部（☎017

－777－4331、 HP http://www.

kaigo-center.or.jp）へ

募 集

講 座

申込み必要事項…住所・氏名・年齢・電話番号
申記載のものは申込順（一部除く）　ほかは当日直接会場へ
料記載のないものは無料　※屋外イベントは天候により中止の場合があります

申込みメールアドレス▲
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