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夏休み・小学生消しゴム版画体験

Ｔシャツに消しゴム版画をプリント

時対７月24日（火）

　①10:00～12:00　小学１～３年生

　②14:00～16:00　小学４～６年生

人①②ともに各８人

所申問７月２日（月）９：00から、リ

ンクステーションホール青森（☎
017ー773ー7304）へ

藍の生葉染め入門講座

時７月30日（月）10：00～12：00

所申問７月６日（金）９：00から協

同組合タッケン美術展示館（☎
017ー773ー1770）へ

対小学５年生以上

料2,500円（材料費込み）

実験ガールズ2018
楽しい３つの実験で理科の世界をひろげよう

みんなで３つの実験をしよう！

時内７月21日（土）10：00～12：00

　①種のしくみをまねしてみよう

　②くだもので電気をおこそう

　③カミナリのひみつ

対人小学生の女子20人

所申問住所・氏名・年齢・電話番号を、

カダール（☎017－776－8800、Ｆ

017－776－8828、 kadar -

kouza@kadar-acor.jp）へ

※Ｅメールは件名「実験ガールズ」

おやこ食育セミナー

時①７月21日（土）②22日（日）※同内容

　９：30～13：00　（９：00から受付）

所小学校給食センター

内	食育体験、講話、バイキング給食

※食物アレルギーのあるかたは要問

合せ

対人小学生と保護者各日90人

料350円	※17日以降取消しは要料金

備児童の内履き・はし（保護者用は

あり）、筆記用具、飲み物持参

申問７月２日（月）～13日（金）に、

住所、保護者氏名、児童の氏名・

学校名・学年・組、電話番号、希

望日（いずれか１日）を、任意様

式または申込用紙（市ホームペー

ジ掲載）で、グリーンハウス（☎
017－782－3765、Ｆ017－766－

7203、 syogaku-kyushoku@

city.aomori.aomori.jp）へ

教室名 開催日時 対象／人員 料金 申込み

●カクヒログループスタジアム（市民体育館）　☎017－743－3361

ファミリー卓球教室 ７/27（金）～31（火）（全５回）18：30～20：30 小・中学生と保護者10組 2,000円 ７/１（日）～22（日）
申込順

親子卓球ふれあいマッチ
（①講習会　②大会）

８/11（土）
①10：00～12：00　②13：00～16：00

①小学生以上50人
②小・中学生と保護者30組

①小・中学生500円
　高校生以上1,000円
②1,600円

７/１（日）～31（火）
申込順

バスケットボール教室 ７/21（土）・22（日）（全２回）９：30～11：30 小学４～６年生30人
中学１～３年生30人 1,000円 ７/１（日）～15（日）

申込順
ミズスポ寺子屋
（施設見学・習字）

７/23（月）・24（火）（全２回）
①９：30～11：30　②13：30～15：30

①小学１～３年生12人
②小学４～６年生12人 2,000円 ７/１（日）～

申込順
●市民室内プール　☎017－743－3440
水中運動教室（月） ８/27～12/３の月曜日（全10回）11：00～12：00 18歳以上20人 4,000円

７/１（日）～７（土）
※最終日は17：00まで

抽選結果は
７/８（日）
ロビーに掲示

参加者入金
７/８（日）～14（土）
※最終日は17：00まで

水中運動教室（金） ８/31～12/７の金曜日（全15回）10：00～11：00 18歳以上20人 6,000円
アクアフィットネス（木） ８/30～12/６の木曜日（全15回）10：00～12：00 18歳以上60人 8,250円
一般水泳教室（火） ８/21～12/４の火曜日（全15回）10：00～12：00 18歳以上50人 7,200円
一般水泳教室（水） ８/29～12/５の水曜日（全15回）10：00～12：00 18歳以上30人 7,200円
一般水泳教室（土） ８/25～12/８の土曜日（全15回）18：30～20：30 15歳以上40人 7,200円
中高年水泳教室（月） ８/27～12/３の月曜日（全10回）13：00～15：00 50歳以上30人 4,800円
中高年水泳教室（火） ８/21～12/４の火曜日（全15回）13：00～15：00 50歳以上40人 7,200円
幼児水泳教室Ⅰ（水） ８/29～12/５の水曜日（全15回）15：30～16：30 ３～６歳（未就学児）40人 5,250円
小学生水泳教室（木） ８/30～３/14の木曜日（全25回）15：30～17：30 小学生40人 12,000円
小学生水泳教室Ⅱ（土） ８/25～12/８の土曜日（全15回）15：30～17：30 小学生60人 7,200円
幼児・小学生水泳教室（火・金）９/４～12/４の火・金（全25回）16：30～17：30 ４歳～小学３年生35人 8,750円
身体障がい者教室（土）
（運動・水泳） ９/１～11/17の土曜日（全10回）10：00～11：00 中学生以上の身体障がい者で自立

歩行可能なかた10人（付添い可） 3,500円

知的障がい児者水泳教室（土） ９/１～11/17の土曜日（全10回）11：00～12：00 小学生以上の知的障がい者と
20歳以上の付添いのかた10組 3,500円

●みちぎんドリームスタジアム（スポーツ会館）　☎017－765－6200
ロコモ・リズムストレッチ
＆生き活きステップ

①木曜日コース　②金曜日コース
①②ともに10：00～12：00

介護認定を受けていない60・
70代のかた　各コース25人

１か月
2,000円 随時受付

●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 ７/30（月）・31（火）（全２回）10：00～12：00 小学２～６年生50人 1,000円 ７/１（日）～21（土）
申込順

●スポーツ広場　☎017－764－5525

テニスクリニック ７/20（金）～９/４（火）（全10回）10：00～12：00 18歳以上の硬式テニス経験者40人 4,000円 ７/１（日）～19（木）
申込順

小学生サッカー教室 ７/24（火）～26（木）（全３回）10：00～12：00 小学２～６年生50人 1,500円 ７/１（日）～15（日）
申込順

※年齢はいずれも初日時点の年齢

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/）

弘前大学教育学部
野澤さん、原田さん、日景さん

私たちが

センセイ

です♪
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ファミリー講座

●きらきら塾

時７月11日（水）10：00～12：00

所中央市民センター

内講座「他人ごとじゃない…消費ト

ラブルから家族を守る」

　講師…県消費生活センター職員

●うとう塾

時７月19日（木）10：00～12：00

所中央市民センター

内講座「就学指導室ってなあに？学校

生活を楽しいものにするために」

　講師…山下征子（指導課指導主事）

申 問いずれも１週間前までに、青

森市子育てサポートセンター

（☎・Ｆ 017－774－6537、

aomorishi-saposen@arion.

ocn.ne.jp　電話は火曜日10：00

～13：00受付）へ

あおもり歴史トリビアを読む会

「藩政時代の青森町にあった

　　　　　　　　　　５つのお寺」

時７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）

人各回40人

申問７月２日（月）から、歴史資料室

（☎017－732－5271※月～金曜日

（祝日を除く）９：00～17：00受

付）へ

カダールカンファレンスコーナー

学ぼう　語ろう　男女共同参画
「専業主夫」を考える

時７月18日（水）10：00～12：00

所申問前日までにカダール（☎017

－776－8800）へ

内生き方や地域社会の様々なテーマ

を少人数で楽しく学びます。

青森ねぶた祭観覧席アルバイト募集

観客の誘導・案内、座席設営・撤去

など。日額6,000円。

時８月２日（木）～６日（月）

　15：00～21：30頃

対高校生以上で、期間中通しで勤

務できるかた

問青森ねぶた祭実行委員会事務局

（☎017－723－7211、HPhttp://

www.nebuta.jp/）

ねぶた灯ろう絵付け体験教室

ねぶた期間中ベイエリアに設置する

ねぶた灯ろうに絵付けしませんか？

時７月16日（月）10：00～15：00

所ねぶたの家ワ･ラッセ

対小学生～高校生※保護者参加可

備汚れてよい服装でお越しください。

申問７月12日（木）までに住所・氏

名・年齢・電話番号を　観光課

（☎017－734－5179、Ｆ017－734

－5188、 kanko@city.aomori.

aomori.jp）へ

八甲田帰化植物除去作業協力者募集

時所７月21日（土）９：30～12：00

※９：20までに八甲田ロープウェー

山麓駅集合

備雨具持参、昼食用意あり

申問７月14日（土）までに八甲田ロー

プウェー（☎017－738－0343）へ

戦没者遺児による慰霊友好親
善事業参加者募集

旧戦域を訪問して慰霊追悼と現地の

方々との友好親善事業を実施します。

募集中の訪問地域等、詳しくは、お

問合せください。

料一律10万円

問（公社）青森県遺族連合会事務局

　（☎017－722－4819）

北のまほろばモニタリングツアー

時７月24日（火）９：30～15：30

※９：15駅前庁舎集合

内北のまほろば歴史館、森林博物

館、縄文の学び舎・小牧野館を巡

るバスツアー

人備20人（抽選）／昼食持参

申 問７月10日（火）消印有効で、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

の上、〒030－0801　新町一丁目

３－７　青森市役所文化財課（☎
017－718－1392）へ

ふれあい農園加工体験講座

①藍染体験

時７月１日（日）～９月30日（日）10：00～

人１日１～６人

料ハンカチ500円、バンダナ1,000円

②カシスジャム作り（収穫体験あり）

時７月14日（土）～16日（月）９：00

～15：00受付	※所要２時間程度

人20組（１組１～３人）

料１組1,000円

申①は要予約、②は当日直接会場へ

所問青森市ふれあい農園（☎017－

761－3082）

夏の花だんづくり講習会

時７月７日（土）13：00～15：00

所柳川庁舎２階大会議室

問公園河川課（☎017－761－4558）

夏休み多肉植物寄せ植え講座

時７月21日（土）13：30～15：00

所申問７月17日（火）までにパーク

メンテ青い森グループ合浦公園管

理事務所（☎017－741－6634）へ

対小学３～６年生と保護者

料500円（材料費）

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

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

募 集

講 座

青森市の歴史や

民俗にふれて

みませんか？

寺町の

歴史を学んで

みませんか？

歴史資料室
室長　工藤大輔

森林博物館スタッフ
藤川のり子
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