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青森大学オープンカレッジ
スキー教室

時１月22日（火）・29日（火）、

　２月５日（火）

　①１日コース10：00～15：00

　②半日コース10：00～12：15

所モヤヒルズスキー場

料①9,000円 ②6,000円（リフト料金別途）

備鯵ヶ沢、安比へ行くオプション

コースあり（料金別途）

申問12月20日（木）までに、青森大学

オープンカレッジ（☎017－738－

2001）へ

青森高等技術専門校
委託訓練生募集

時２月４日（月）～８月２日（金）

所県立青森高等技術専門校

内介護実務者研修〔３〕

対公共職業安定所から受講指示・

推薦、支援指示を受けたかた

申問１月11日（金）までにハローワー

ク青森（☎017－776－1561　音声

案内42♯）へ

放送大学で学んでみませんか

テレビ等の放送やインターネットで

授業を行う通信制の大学です。資料

を無料で送付しますので、お気軽に

お問合せください。

〔平成31年度４月入学生 出願期間〕

　３月17日（日）まで

申問放送大学青森学習センター（☎
0172－38－0500、 HP http://

www.ouj.ac.jp）へ

サークル体験講座

お正月花で新年のお祝を

時12月27日（木）※①②③同内容

　①13：00　②15：00

　③18：00（いずれも約２時間）

内講師…小林聖子さん

人料各５人／3,500円

備はさみ、持ち帰り用袋、ふきん、

飲み物持参

所申問働く女性の家「アコール」

（☎017－723－1700）へ

サークル体験講座

つり雛（二回連続講座）

時１月15日（火）・29日（火）

　10：00～12：00

人料15人（抽選）／3,000円

備裁縫道具、ものさし、筆記用具持参

所申問12月17日（月）９：00から、

働く女性の家「アコール」（☎
017－723－1700）へ

女の生き方塾プロデュース

「美♥健康」～笑顔キラキラプロジェクト～

時１月13日（日）13：00～16：00

所男女共同参画プラザ「カダール」

　（アウガ５階）ＡＶ多機能ホール

内第１部　「美しさをつくる姿勢と

腸のはなし」講師…石川知王子さ

ん（美腸プランナー・姿勢インス

トラクター）※簡単なストレッチ

あり

　第２部　なるほどトーク女子会、

ハンドマッサージ体験

対人女性60人

備託児補助あり

申問カダール

　（☎017－776－8800）へ

歩くスキーの集い

時１月19日（土）９：30～12：00

※合浦公園内管理事務所集合

内スポーツ推進委員による実技指導

申問１月11日（金）までに、青森市

文化スポーツ振興公社（☎017－

773－7305）へ

小学生職業体験講座
～ワラッシ！出張版～

おしごと体験をしよう！　もらった

お給料で遊べるよ♪

時２月３日（日）①10：00～11：00

　　　　　　　 ②11：15～12：15

所西部市民センター

内職業…ドッグトレーナー、建築士

など10種類

対人小学４～６年生200人（抽選）

申１月11日（金）までに、メール等

で文化学習活動推進課へ

問文化学習活動推進課

　（☎017－718－1376）

※詳細は、各学校へ配布したチラシ

または市ホームページをご覧くだ

さい。

はまなす会館の講座

川口松子のお正月の花
～生花によるアレンジメント～

時12月27日（木）18：30～20：30

人料20人／3,500円

所申問はまなす会館（☎017－738－

4821）へ

募 集

講 座

恒例となった雪女コンテストを今年も開催。津軽の雪女

伝説「シガマの嫁っこ」を題材に、雪女に扮
ふん

してマタギ

役と約５分間の掛け合いを行っていただきます。審査は

演技力や見た目、ユーモアなどで採点。国籍・性別・年

齢問わず、どなたでも参加大歓迎！

【応募方法】１月25日（金）までに、中世の館へ

★優勝賞金…大人の部３万円、子どもの部１万円

所問中世の館（☎0172－62ー1020）

中世の館「第８回雪女コンテスト－津軽伝説－」出場者募集！

〔コンテスト開催日時〕

２月16日（土）16：00～20：00

〔会場〕中世の館

観覧自由です。㊙ゲストあり！
※入場制限を実施する

　場合があります　　
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時日時　所場所　内内容　対対象　人人員　料料金　備備考15 2018 年 12 月 15 日　広報あおもり

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

Word＆PowerPoint操作が初めてのかた向けの講座

A48
Wordの
基本的な文書作成

文字の装飾やレイアウト等の基本を学びながら、簡単な案内文書を作成
１/15（火）・16（水）
（全２回）10：00～12：00

A49
PowerPointを
はじめてみよう

基本的な操作を中心に学習し、簡単なスライドを作成
１/26（土）
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）

A50
ネットショッピングを
楽しもう

ホームページの検索から始め、ショッピングサイトで商品を検索・比較
し、安心して購入するための色々な情報の活用方法を学習

１/10（木）・11（金）
（全２回）10：00～12：00

A51 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、表を作成する上での
色々な機能を学習し、実践的な表を作成

１/15（火）・16（水）
（全２回）13：30～15：30

A52 デジカメ写真活用術
デジカメで撮影した写真をパソコンに保存・整理し、Wordやフリーソフト
での活用＆編集方法を学習／デジカメ持参（貸出あり／申込時に希望の有無を明記）

１/17（木）
10：00～15：00（昼休みあり）

A53
Wordで
本を作ってみよう

応用的な操作を活用して、小冊子や自分史等の簡単な本を作成
１/18（金）
10：00～15：00（昼休みあり）

A54 エクセルの小技 操作に慣れてきたかたのために、表を作成する上で便利な小技を紹介
１/19（土）
10：00～12：00

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※A54のみ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（12/25（火）必着）※抽選結果は12/28（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支援ネットあおもり

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

冬休みこどもの映写会
会場・問合せ 日　時 上映作品

沖館市民センター（☎017ー761ー4161） 12/22（土） 10：00～11：00 「きつねのさいばん」「ばけくらべ」
東部市民センター（☎017ー736ー6255） 12/22（土） 10：00～11：00 「お話でてこい～かさじぞう」「楽しいムーミン一家～魔法の帽子」
北部地区農村環境改善センター（☎017ー754ー2244） 12/23（日） 10：00～11：00 「六人のごうけつ」「はれときどきぶた」
西部市民センター（☎017ー788ー2491） 12/25（火） 10：00～11：00 「サンタの山妖精の森 第１章ひっこし」「大男とクリスマスツリー」
油川市民センター（☎017ー788ー1201） 12/25（火） 10：30～11：30 「ムーミン～スナフキンが帰ってきた」「お話でてこい～かさじぞう」
戸山市民センター（☎017ー743ー0720） 12/25（火） 11：00～12：00 「お話でてこい～かさじぞう」「楽しいムーミン一家～魔法の帽子」
横内市民センター（☎017ー738ー8723） 12/26（水） 10：00～11：00 「新ムーミン～おじさんは手品師」「雪渡り」
大野市民センター（☎017ー739ー6228） １/５（土） 11：00～12：00 「双子の星」「新ムーミン～おじさんは手品師」

中央市民センター（☎017ー734ー0164） １/６（日）①10：00～10：45
②14：30～15：15「ナイチンゲール物語」「難破船」

古川市民センター（☎017ー776ー8082） １/８（火） 10：00～11：00 「エジソン物語」「雪渡り」
荒川市民センター（☎017ー739ー2343） １/９（水） 14：30～15：30 「アルプスの少女ハイジ～アルムの山へ」「たぬきの恩返し」

絵本の読み聞かせやおすすめ本の紹介など。

市民センターのたのしいおはなしかい

会　　場 開催日
１月 ２月 ３月

横内市民センター（第１火曜日） 休 ５日 ５日
浪岡中央公民館　（第１水曜日） 休 ６日 ６日
沖館市民センター（第１木曜日） 休 ７日 ７日
大野市民センター（第１金曜日） ４日 １日 １日
東部市民センター（第２火曜日） ８日 12日 12日
中央市民センター（第２木曜日） 10日 14日 14日
戸山市民センター（第２金曜日） 11日 ８日 ８日
荒川市民センター（第３火曜日） 15日 19日 19日
油川市民センター（第４火曜日） 22日 26日 26日
北部地区農村環境改善センター（第４水曜日） 23日 27日 27日
西部市民センター（第４木曜日） 24日 28日 28日

時11：00～11：20　※祝日休み
対０～６歳児と保護者

１～３月のおはなし会

おひざにだっこのおはなしかい
時毎週金曜日11：00～11：20※祝日休み

対０～３歳児と保護者　

たのしいかみしばいのじかん
時毎週土曜日14：00～14：30
対３歳～小学校低学年と保護者

わくわく おはなしかい
青森中央高校読み聞かせ隊等のおはなし会

時毎週日曜日11：00～11：30
対０歳～小学校低学年と保護者

市民図書館のおはなし会

問市民図書館（☎017－776－2455）

青森競輪日程（12月後半）問青森競輪場（☎017−787−2020）

取手（ＦⅠ）場外 17日（月）～19日（水）
高知（ＦⅠ）場外 17日（月）～19日（水）
佐世保記念（ＧⅢ）場外 21日（金）～24日（月）
松戸（ＦⅠ）場外 25日（火）～27日（木）

【ＧＰ】
　静岡（ＦⅠ）場外
　28日（金）～30日（日）

ガールズグランプリ…28日（金）
ヤンググランプリ…29日（土）
ケイリングランプリ…30日（日）

平塚（ＦⅠ）場外 31日（月）～１月３日（木）
岸和田（ＦⅠ）場外 31日（月）～１月２日（水）

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。

◀青森競輪場イメージキャラクター　葵 萌輪

ライブラリーフレンズ
石沢さん、高橋さん
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