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チャレンジ！ パソコン教室
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操作が初めてのかた向けの講座

A08
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
７/10（火）、11（水）
（全２回）10：00～12：00

文字入力のできるかた向けの講座（応用）

A09
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、色々な機能を使った実践
的な表を作成

７/10（火）、11（水）
（全２回）13：30～15：30

A10
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方法・Webメール活用
法等を学習

７/12（木）、13（金）
（全２回）10：00～12：00

A11 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
７/14（土）
10：00～12：00

A12
Wordの応用操作を
学ぼう

図形編集等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
７/19（木）
10：00～15：00（昼休みあり）

A13
Excel文書を
作成しよう（応用編）

文字の装飾・レイアウト等の編集操作を学習し、さらに関数を加えた文書を
作成

７/20（金）
10：00～15：00（昼休みあり）

A14
Excel関数
ステップアップ（IF編）

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
７/21（土）
10：00～15：00（昼休みあり）

A15
パソコン
すっきり整理術

メンテナンスやファイル・フォルダの管理、外部記憶装置等への保存方法を
学習

７/26（木）・27（金）
（全２回）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※A11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（６/22（金）必着）※抽選結果は６/29（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

市民センターのたのしいおはなしかい
タイトル・対象 開催日時

おひざにだっこのおはなしかい
対０～３歳児と保護者

毎週金曜日
11：00～11：20

たのしいかみしばいのじかん
対３歳～小学校低学年と保護者

毎週土曜日
14：00～14：30

わくわく おはなしかい
対０歳～小学校低学年と保護者

毎週日曜日
11：00～11：30

市民図書館のおはなし会

会　　場
開催日

７月 ８月 ９月

横内市民センター（第１火曜日） ３日 ７日 ４日
浪岡中央公民館　（第１水曜日） ４日 １日 ５日
沖館市民センター（第１木曜日） ５日 ２日 ６日
大野市民センター（第１金曜日） ６日 ３日 ７日
東部市民センター（第２火曜日） 10日 14日 11日
中央市民センター（第２木曜日） 12日 ９日 13日
戸山市民センター（第２金曜日） 13日 10日 14日
荒川市民センター（第３火曜日） 17日 21日 18日
油川市民センター（第４火曜日） 24日 28日 25日
北部地区農村環境改善センター（第４水曜日） 25日 22日 26日
西部市民センター（第４木曜日） 26日 23日 27日

時いずれも11：00～11：20
対０～６歳児と保護者

風のはこんだおはなし会

子ども向けの絵本の読み聞かせや紙芝居のほか、おすすめの本を紹介します。７・８・９月のおはなし会

開催場所 日　　時

油川市民センター ７/７（土）10：30～11：30

西部市民センター ７/７（土）13：00～14：00

東部市民センター ７/８（日）10：30～11：30

大野市民センター ７/14（土）10：30～11：30

青森松原教会 ７/14（土）13：30～14：30

中央市民センター ７/22（日）11：00～12：00

戸山市民センター ７/22（日）11：00～12：00

内おはなし・読み聞かせ、本の紹介など

対幼児～小学生のお子さんと保護者

リユース・Books
とりかえっこ～本と本の交換会

不要になったお手持ちの本と、リユース・Booksの本を交換で

きます。ぜひリユース（再利用）をしてみませんか。

時６月21日（木）10：30～18：00　22日（金）10：30～16：00

　　　23日（土）13：00～16：00

所リユース・Books（アウガ６階）

内交換したい本（１回５冊まで）を持参し、当日直接リユー

ス・Booksへ　※その場に交換したい本がない場合、１年間

有効の交換券がもらえます。

市民図書館からのお知らせ

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

対幼児～小学生と保護者

青森市読書団体連絡会によるおはなし会

会　　場
開催日

時　　間８月 ９月

油川市民センター 18日（土） 15日（土） 10：30～11：00
大野市民センター 26日（日） ー 11：00～12：00
中央市民センター 26日（日） 23日（日） 11：00～11：30
戸山市民センター 26日（日） 23日（日） 11：00～12：00
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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19 2018 年 6 月 15 日　広報あおもり

青森競輪日程（６月後半） 問青森競輪場（☎017−787−2020）

青森公立大学公開講座（大学院公開セミナー）

時18：30～20：30（18：15開場）
所男女共同参画プラザ「カダール」研修室
　（アウガ５階）
申開催日前日までに、はがき・FAX・メールに、
住所・氏名・電話番号・希望日を記入し、
〒030ー0196　合子沢字山崎153－４　青森公立
大学地域連携センター公開講座係（Ｆ017－
764－1593、 kouza@b.nebuta.ac.jp）へ

※申込み後、当日直接会場へ
　（受講不可の場合のみ電話連絡）
問青森公立大学地域連携センター
　（☎017－764－1589）

テーマ：「日本の中の青森、世界の中の青森～地方創生と成長のエンジン～」
回 開催日 内　容

① ６/26（火）地域経済活性化と地域金融機関

② ６/28（木）生物多様性の減少と地域社会・経済

③ ７/３（火）地域活性化～マーケティングの観点から～

④ ７/５（木）
青森の外国籍人材と地域活性化～交流・循環・共
生人口を考える～

⑤ ７/12（木）子育てコミュニティ形成と地域に開かれた学校づくり

⑥ ７/17（火）
新たな価値の創出～国内外の企業家から学ぶ地域
環境の捉え方と能力の構築～

⑦ ７/24（火）地域におけるイノベーション創出環境の形成

⑧ ７/26（木）グローバル化時代の地域経済

ファミリー講座 きらきら塾

時６月28日（木）10：00～12：00

所中央市民センター

内講座「思春期の子どもにどう向

き合う？」講師…平岡友良さん

（あおもり協立病院副院長）

申問１週間前までに、青森市子育て

サポートセンター（☎・Ｆ017－

77 4－65 3 7、 a o m o r i s h i -

saposen@arion.ocn.ne.jp 電話

は火曜日10：00～13：00受付）へ

傾聴のススメ2018 連続講座

時７月13日（金）・20日（金）

　午前…10：00～12：00

　午後…１：00～３：00（全４回）

所男女共同参画プラザ「カダール」

内講師…藤林正雄さん（青森大学

社会学部教授）

申問カダール（☎017－776－8800、

kadar-kouza@kadar-acor.jp）へ

再就職支援セミナー
～45歳以上の就活をサポート～

時６月21日（木）13：30～15：30

所アピオあおもり

対備45歳以上のかた／個別相談可

申問ネクストキャリアセンターあ

おもり（☎017－723－6350）へ

ふれあい農園加工体験講座

時６月24日（日）10：00～12：00

内菓子パン作り

人４組（１組４人まで）

料１組1,500円

所申問６月17日（日）８：30から電

話で、ふれあい農園（☎017－761

－3082）へ

夏休み小学生水泳教室

時７月23日（月）～27日（金）

　８月６日（月）～10日（金）

　いずれも10：00～12：00

所市民室内プール

対人料小学生各30人／4,000円

申問６月24日（日）12：00から、直

接、市民室内プール（☎017－743

－3440）へ

ハネト衣装着付け教室

専門家が指導します。

時７月７日（土）①10：30～12：00

　　　　　　　 ②13：30～15：00

所ねぶたの家ワ・ラッセ交流学習室１

人備各回20人／衣装の用意あり

申問ワ・ラッセ（☎017－752－1311）へ

講 座

松戸ナイター（ＦⅠ）場外 15日（金）～17日（日）
松山（ＦＩ）場外 18日（月）～20日（水）
弥彦（ＦＩ）場外 18日（月）～20日（水）
武雄（ＦＩ）場外 21日（木）・22日（金）

久留米記念（ＧⅢ）場外 23日（土）～26日（火）
前橋ナイター（ＦＩ）場外 24日（日）～26日（火）
宇都宮記念（ＧⅢ）場外 28日（木）～７月１日（日）

青森競輪場　イメージキャラクター　葵 萌輪

※21日・22日は安方前売ＳＣでのみ発売　　　　　　　　　　　　　　　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。

初心者のためのターゲット・バードゴルフ講習会

時６月23日（土）・30日（土）

　10：00～12：00

所県総合運動公園内展望台広場

　（第３駐車場の上）

備用具貸出しあり

申問青森市ターゲット・バードゴル

フ協会（菊池、☎017－739－9618）へ

雪に強い地域づくりを考える
パネルディスカッション

時６月25日（月）14：00～15：30

所クラウンパレス青森２階光峰の間

内除雪ボランティアの実践事例等

申問道路維持課雪対策室（☎017－

761－4288）へ

防災講座「防災＆地域コミュニティ
カフェ＠熊本地震避難所運営から学ぶ」

時７月16日（月）13：30～16：30

所アスパム６階八甲田

内料益城町避難所で“明るく楽しい

避難所”をモットーに自主運営し

た吉村静代さん（益城だいすきプ

ロジェクト・きままに代表）の体

験談から学ぶ／500円（茶菓子代）

申問みらいねっと（小山内、☎090

－8789－2724、 g.mirainet@

gmail.com）へ

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
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