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伝統文化子ども将棋教室

時４月７日～９月の毎週土曜日

　10：00～12：00 

対料小・中学生／月額2,000円

所 申 問電話・FAX・はがきで、住

所・氏名・電話番号・学校名・学

年を、〒030－0845　緑三丁目１

－２　青森県将棋連盟事務局

（☎・Ｆ017－775－7744）へ

平成30年度韓国語講座 新入生募集

時４月25日～2019年３月の水曜日

　（全20回）18：30～20：00

所男女共同参画プラザ「カダール」

人料23人／年額20,000円（学生半額）

備指定テキストを各自準備

申問４月５日（木）10：00からあおも

りコリアネット事務局（☎080－

6006－6500、HPwww.a-konet.

com　※電話は土・日・祝日除く）へ

中国出身者による中国語講座

時５月５日～７月14日の土曜日

　（全11回）初級13：30～15：20

　　　　　 中級15：30～16：40

所県立図書館４階研修室

料3,000円（テキスト代別途）

申問青森中国語の会事務局（佐藤、☎
017－742－7057、HPhttp://www7b.

biglobe.ne.jp/~sato8/）へ

あおもり歴史トリビアを読む会

青森市役所庁舎の変遷―

その①　「町役場」時代の庁舎

時４月18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）

申問４月２日（月）から歴史資料室

（☎017－732－5271　月～金曜

９：00～17：00受付）へ

甲種防火管理新規講習・
乙種防火管理講習

時５月17日（木）・18日（金）

　９：30～17：00※乙種は17日のみ

所消防合同庁舎

料3,780円（テキスト代）

備青森消防管内の事業所等を優先

申４月16日（月）～20日（金）に、受

講申請書、本人確認書類を持参

し、直接消防合同庁舎または浪岡

消防署へ　※申請書は青森消防本

部・青森地域防災協会ホームペー

ジからダウンロードできます。

問消防本部予防課

　（☎017－775－0853）

手話・点字教室
手話通訳者養成講座

①手話教室
時５月15日～３月の火曜日

　10：00～12：00（全41回）

内入門課程、基礎課程

人料30人（抽選）／3,240円

②点字教室
時５月25日～11月の金曜日

　13：00～15：00（全12回）

人料30人（抽選）／600円

③手話通訳者養成講座
時５月22日～９月の火曜日

　10：00～14：00※時間変更あり

対人料手話教室の基礎課程を修了

または同程度の知識と技術を有す

るかた16人（抽選）／4,860円

申問①は４月17日（火）必着、②は

４月29日（日）必着で、①②とも

に、往復はがきに住所・氏名・生

年月日・電話番号・希望の教室名

を記入し、〒030－0822  中央三

丁目16－１　総合福祉センターへ

　③は４月17日（火）までに、申込書

（総合福祉センター・障がい者支

援課に備付け）を総合福祉セン

ターへ

あおもりコンピュータ・カレッジ 平成30年度リトライ入学生募集 ☆４月20日（金）まで

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（http://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

●みちぎんドリームスタジアム　☎017－765－6200

カーリング
感謝DAY

体験会 ４/15（日）９：30～12：00 小学４年生以上30人 無料 ４/１（日）～
カーリングシート無料開放 ４/15（日）12：30～16：30 １団体１シート※１時間まで 無料 ４/１（日）～

初心者のための弓道教室 ５/９～６/８の水・金曜日19：00～21：00 18歳以上10人 3,800円 ４/１（日）～
ロコモ・リズムストレッチ
＆生き活きステップ

木曜コース・金曜コース
いずれも10：00～12：00

介護認定を受けていない
60・70代各20人 月額2,000円 随時

アーチェリー実技指導 土曜日19：00～21：00（月２回） 小学５年生以上10人 個人利用料 開催日当日

●スポーツ広場　☎017－764－5525
ミズノチャレンジ・
ソフトテニススクール

５/８（火）～３/20（水）18：30～20：30
※実施日はスクールカレンダーによる 中学１・２年生20人 １回500円

※年会費2,000円別途４/10（火）～

●盛運輸サンドーム（屋内グラウンド）　☎017－729－3106
ジョギング＆ウォーキング記録に挑戦 随時 個人利用のかた 200円 随時

申問あおもりコンピュータ・カレッジ（☎017－739－1311、HPhttp://www.acc.ac.jp）

あおもりコンピュータ・カレッジは、市内唯一の公的な情報処理技能者養成施設です。

現在、社会人経験のあるかたや、大学を中退したかた、高校を卒業したかたなどで、情報

処理に関する技術・知識を習得したいかたを対象に、リトライ募集を行っています。

４月から

コンピュータを

一新！
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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

青森の歴史をもっと知ろう！
街てくウオーク

時４月21日（土）10：00～12：00

※青い海公園集合

内清掃活動「春のクリーン大作戦」

終了後、街てくガイドの案内で市

内を２～３km散策

備飲料水、雨具持参

申 問４月12日（木）までに、青森ウ

オーキングクラブ（工藤、☎090

－7079－8058）へ

消費者の立場から学びませんか

●青森市消費者の会

短命県返上講習会、漁業・農業見学

体験、介護・予防の学習会など。入

会希望のかたはお問合せください。
申問青森市消費者の会（大森、☎
017－776－6246）へ

●青森生活学校連絡会

①料理教室

　申問工藤（☎017－722－4724）

②リフォーム、手芸教室

　申問大澤（☎017－743－0627）

③健康教室　太極拳

　申問菊池（☎017－776－1176）

④ボランティア等

　申問三上（☎017－776－7870）

トマトヘルシーランチづくり体験

時４月７日（土）10：00～12：00

所マグワートトマト（古川一丁目／

ブラックボックス１階Ａ）

料備2,000円／エプロン、三角巾持参

申問開催日前日までに、東青地域

GBT推進協議会（小田桐、☎090－

3900－1969）へ

青森市少年少女発明クラブ員募集

時５月６日（日）～３月３日（日）の

第２・４日曜日　９：00～12：00

★開講式…４月22日（日）

所中央市民センター

対基礎教室…小学３・４年生

　応用教室…小学５年生～中学２年生

料年会費5,000円

申４月14日（土）９：00～10：00に、

年会費と筆記用具を持参し、中央

市民センター３階集会室へ

問青森市少年少女発明クラブ事務局

　（☎017－774－0032）

初心者向け菊づくり講習会

時４月21日（土）13：00～15：00 

所柳川庁舎２階大会議室

内大輪菊の手入れ法など

問公園河川課（☎017－761－4558）

サークル体験講座

母の日に贈るドーム型
プリザーブドフラワー

時４月28日（土）10：30～12：30

所働く女性の家「アコール」

料備2,000円／ハサミ、木工用ボン

ド、持ち帰り用袋、お手ふき持参

申問４月２日（月）９：00からアコー

ル（☎017－723－1700）へ

小学生サッカースクール

時４月14日（土）～10月の週１・２回

程度開催

★初日10：00から開校式

　（会場 スポーツ広場※受付９：30～）

所スポーツ広場、盛運輸サンドーム

対料クラブチームやサッカー部に在

籍していない小学生／3,000円

申 問青森市サッカー協会事務局

（☎017－744－0404、HPhttp://

www7b.b ig lobe.ne . jp/~　

afa/）へ

※日程等の詳細は上記ホームページへ

講 座

募 集

りんご生産後継者養成事業 研修生募集

●りんご病害虫マスター
時６月～2019年３月（全10回）
内病害虫の基礎知識や応用技術を習得
対人30歳以上のりんご生産者２人（選考あり）

●青森県りんご剪
せん

定士
時６月～2021年３月（全60回）
内せん定の基本理論や果樹生理等を学ぶ
対人35～45歳位のりんご栽培経験10年以上の生
産者２人（選考あり）

●青森県りんご産業基幹青年
時７月～2020年３月（全50回）
内りんご生産に関する経営・技術習得
対人20～35歳のりんご生産者５人（選考あり）

申問いずれも４月10日（火）までに、あおもり産品

支援課（☎0172－62－3002）へ

センターで栽培している作物の育て方を職員が詳しく

解説します。

開催日 時　間 講　座　内　容
※家庭菜園の中級程度

４/17（火） ９：00～
12：00 野菜の基本、土づくりなど

４/19（木）

13：00～
15：00

トマト、バレイショなど
４/24（火） ナス、ピーマン、鉢花など
５/10（木） スイートコーン、キクなど
５/15（火） ネギ、イチゴ、ハーブなど
５/17（木） 病虫害、農薬の扱い方など
６/21（木） ハーブ栽培、園地見学など

所農業振興センター研修室

対人全７回に参加可能なかた15人

申問４月４日（水）～６日（金）に、電話

で農業振興センター（☎017ー754ー

3596　９：00～17：00受付）へ

農業研修公開講座 参加者募集

運動やサッカー

が好きな君を

待ってます！

サッカースクール
江原良彦コーチ
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