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講 座

学びなおしの教室
～小学校時代へタイムスリップして

学んでみよう～

時６月26日～７月24日の毎週火曜日

　（全５回）９：45～12：00

所沖館市民センター

内小学校３年生が学習する程度の

国語・算数等を勉強しながら、学校

の雰囲気や学ぶ楽しさを体験する

対人市内在住の15歳以上のかた20人

申問５月31日（木）までに、住所・氏

名・年齢・電話番号を、文化学習

活動推進課（☎017－718－1376、

　　　　　Ｆ017－718－1371）へ

主人公は君だ
心温まるマイブック

自分を知り自己肯定感を育み、他者

への思いやりの心を養うため、自分

自身を主人公としたマイブックを作

成します。

時６月17日（日）13：00～17：00

所県観光物産館アスパム

対料市内・東津軽郡在住の小学４～

６年生／500円

申問５月27日（日）まで

に、青森青年会議所（☎
017－722－3355）へ

三内丸山アリーナ　健康教室

気軽にできる健康体操で、運動機能

の衰えを予防しましょう。

時５月24日～７月19日の隔週木曜日

　16：00～18：00

人料30人／１回200円

所申問三内丸山アリーナ

　（☎017－761－4771）

小学生ソフトテニス講習会

時10月31日（水）まで開催中

※詳しい日程等はホームページ（HP

http://aomoricitysofttennis.

sports.coocan.jp/）へ

所スポーツ広場

対料市内在住の小学生／１回300円

申 問青森市ソフトテニス連盟（伊

丸岡、☎090－1398－5398）へ

健康ボウリング教室

時①５月22日～６月26日の火曜日

　②５月25日～６月29日の金曜日

いずれも10：00～12：30または

14：00～16：30を選択

所料ラウンドワン青森店／2,000円

申問前日までに健康ボウリング教室

（熊谷、☎070－1270－6928）へ

脳と身体をリフレッシュ2018

時６月12日（火）13：30～15：30

内健康寿命を延ばすための簡単な体

操とコオーディネーショントレー

ニングなど／講師…川戸元貴さん

（BLUE ties Impression代表理事）

対20歳以上のかた

所申問男女共同参画プラザ「カダー

ル」（☎017－776－8800・Ｆ017

－776－8828、 kadar-kouza@

kadar-acor.jp）へ

サークル体験講座

いけ花体験教室

時６月12日（火）10：00～12：00 

所働く女性の家「アコール」

内講師…鎌田千恵子さん（池華グ

ループ講師）

料1,500円

備はさみ・花を包むもの（持ち帰

り用）を持参

申問５月15日（火）９：00から、ア

コール（☎017－723－1700）へ

セミナー「介護保険制度の仕
組みと平成30年度制度改正」

時５月22日（火）10：15～11：45

所男女共同参画プラザ「カダール」

申問事前にライフサポート青森（☎
017－777－6277）へ

青森高等技術専門校
委託訓練生募集

時内簿記基礎科

　　７月２日（月）～11月１日（木）

所県立青森高等技術専門校

対公共職業安定所に求職申込みを

行い、受講指示・受講推薦・支援

指示を受けたかた

申問６月８日（金）までにハロー

ワーク青森（☎017－776－1561 

音声案内42♯）へ

職業訓練指導員試験事前講習

時７月９日（月）～12日（木）

　（全４回）18：00～21：00

対人在職中のかたで職業訓練指導

員試験を受験するかた／20人

料1,000円（テキスト代別途）

所申問５月21日（月）～６月14日（木）

までに、県立青森高等技術専門校

（☎017－738－5727）へ

募 集

生涯学習推進員　吉崎・西村

最新鋭の機器を体験！「あおもりコンピュータ・カレッジ」見学会開催！
時５月26日（土）10：00～15：00

内３Ｄプリンター実演、ＶＲ体験、ロボットプログラミング実演、簡単にシューティ

ングゲームを作るプログラミング体験、スマートスクリーン体験など

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

なつかしい
あの頃に戻って
楽しく
学習しましょう。

平成30年
４月導入！
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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

チャレンジ！ パソコン教室
Ａ　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)

A01 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
６/12（火）・13（水）
（全２回）10：00～12：00

Word&Excel操作が初めてのかた向けの講座

A02
Excelの
基礎を学ぼう

簡単な現金出納帳の作成を通して、データ入力・表の作り方・計算方法な
ど基礎的なことを学習

６/12（火）・13（水）
（全２回）13：30～15：30

文字入力のできるかた向けの講座（応用）

A03 Excelの基本的な文書作成
文字の装飾・レイアウトなどの編集操作を学習し、簡単な日誌やカレン
ダー等を作成

６/７（木）
10：00～15：00（昼休みあり）

A04
写真や音楽で
動画を作ろう

撮影した写真をパソコンに保存・整理し、動画ソフトでの活用＆編集方法と
音楽のダウンロード方法等を学習※デジカメ持参（貸出しあり。申込時に希望を明記）

６/８（金）
10：00～15：00（昼休みあり）

A05 ネット活用を楽しもう
ホームページの検索・印刷、画像や音楽のダウンロード、ネットショッピ
ングなどインターネットの様々な活用方法を学習

６/14（木）・15（金）
（全２回）10：00～12：00

A06
Windowsの
基本操作を覚えよう

ウィンドウ操作やファイル・フォルダーの移動・コピーなど基本操作を学習
６/16（土）
10：00～12：00

A07 Word文書活用法 図形編集等の応用的な操作を活用し、簡単なチラシやテンプレートを作成
６/21（木）・22（金）
（全２回）10：00～12：00

Ｂ　沖館市民センター開催講座　所問沖館市民センター（☎017－761－4161）〒038－0002 沖館一丁目１－11
Word&Excel操作が初めてのかた向けの講座

B01 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
の活用＆編集方法を学習※デジカメ持参（貸出しあり。申込時に希望を明記）

６/９（土）
10：00～15：00（昼休みあり）

B02 名刺＆ラベルを作ろう
図形編集などWordの応用的な操作を学習し、両面の名刺や、Excel住所録
を利用した簡単なラベルを作成

６/23（土）・30（土）
（全２回）10：00～12：00

B03 Wordの応用操作を学ぼう
図形編集などの応用的な操作を活用して、簡単なチラシやテンプレートを
作成

６/23（土）・30（土）
（全２回）13：30～15：30

対人料18歳以上／Ａ…各20人、Ｂ…各12人（いずれも抽選※申込者少数時中止あり）／各1,500円※A06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、開催場所の市民センターへ（５/22（火）必着）※抽選結果は５/29（火）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

開催日 内容

５/23（水）
「エシカル消費ってなに？」
　橋本次郎さん（消費者庁審議官）

６/20（水）
「いざという時にあわてない！」
　渡部亜矢さん（（一社）実家片づけ整理協会代表理事）

７/25（水）
「お客さまは神様？」
　大西二郎さん（NACS東北支部支部長、元アイリスオーヤマ勤務）

８/22（水）
「今、青森のお米がおいしい」
　菊池昌彦さん（県下北地域県民局地域農林水産部次長）

９/26（水）
「防災から避難所生活まで」
　吉井靖之さん（日本赤十字社青森県支部事業推進課長）

10/24（水）
「極地から地球へのメッセージ」
　福西浩さん（（公財）日本極地研究振興会常務理事）

消費生活大学講座

多彩な講師による消費生活についての

講座を開催。申込みは随時受付けして

います。５回以上受講されたかたには

修了証と記念品をお渡しします。

時10：00～12：00

所県民福祉プラザ４階　県民ホール

備県民カレッジ認定講座

申問青森県消費者協会

　（森、☎017－722－3348）

開催日 内容 開催場所

５/26（土）
①認知症の理解
　～自分のために知りたい基礎知識と対応～

②認知症の人を支える人と地域づくり
保健大学講堂

６/９（土）
①足と健康について考える
②アルコール健康障害対策
　～アルコール依存症について～

アウガ５階AV

多機能ホール

６/23（土）
※

①貯筋でＧＯ！ シニアに必要な筋力を考える
②果物と健康　～栄養疫学的観点から～

下北文化会館

７/７（土）
①健康寿命とヘルスリテラシー
②ライフステージにおける食事と栄養
　～ヘルスリテラシー向上を目指して～

保健大学講堂

７/21（土）
①りんごに含まれる「ペクチン」の科学
②大切な人たちが健やかに暮らしていくために
　～生活にアロマテラピーを取り入れて～

保健大学講堂

県立保健大学公開講座

［テーマ］健康とともに20年

　　　　 ～未来につなぐ地域の健康～

時①14：00～15：05 ②15：20～16：20

　※６/23のみ①13：00～②14：20～

申問開催日７日前までに、はがき・FAX

に住所・氏名・年齢・職業・電話番号・

希望日を記入し、〒030ー8505 浜館

間瀬58ー１ 県立保健大学地域連携

推進課（☎017－765－4085、Ｆ017－

765－2021）へ※県立保健大学ホーム

ページ申込みフォームからも申込み可
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