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市民図書館からのお知らせ

８月の開館時間変更のお知らせ

第10回さわる絵本展

市民図書館では、８月１日（水）～31日（金）の間、通常よ

りも１時間早く９：00から開館します。自主学習などに

ご利用ください。

〔８月の開館時間〕９：00～21：00

※ねぶた祭期間中（２～７日）は20：00閉館。

※各市民センター、浪岡中央公民館図書室は通常通りの

開館時間です。

図書館ボランティアが手作りした、

点字が付いた布製の「さわる

絵本」を展示します。

時７月19日（木）～22日（日）

　10：30～16：00

所市民図書館７階ロビー

移動図書館「はまなす号」おはなし会

移動図書館「はまなす号」巡回場所で、おはなし会を行

います。通常の貸出しも行っていますので、お気軽にご

利用ください。

巡回日 地区 駐車場所 時間

７/24（火）
野内 野内小学校 13：10～13：30

造道 県造道公舎Ｃ棟駐車場 14：10～14：30

７/25（水）金沢 金沢小学校 13：10～13：30

７/26（木）
宮田 東陽小学校 13：00～13：20

袰懸 ほろがけ福祉館裏 15：20～15：40

７/27（金） 緑 南奥野市民館前 16：20～16：40

８/８（水）
奥内 奥内小学校 13：10～13：30

油川 油川小学校 15：20～15：40

８/９（木）
原別 原別小学校 13：10～13：30

小柳 市営住宅小柳第一団地
Ｄ棟北側駐車場 15：10～15：30

８/10（金）
丸山 三内西小学校 13：10～13：30

平和台 県営住宅平和台団地
集会所前駐車場 15：10～15：30

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

青森公立大学公開講座（外国語講座）

所青森公立大学まちなかラボ（アウガ６階）
申７月31日（火）必着で、はがき・FAX・メールに、住所・氏名・電話番号・希望コース（複数選択可、要希望順
位）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（抽選後、受講決定者にのみ郵送で通知）

問青森公立大学地域連携センター（☎017－764－1589）

コース名 開催日時 人員 料金
ビジネス英語入門 ８/21（火）～24（金）18：30～19：30 10人 無料（テキスト代3,250円）
英文学入門 ８/27（月）～30（木）18：30～19：30 10人 無料（テキスト代910円）
TOEIC入門 ９/３（月）～６（木）18：30～19：30 10人 無料（テキスト代1,836円）
観光英語入門 ９/10（月）・11（火）・13（木）・14（金）18：30～19：30 10人 無料

国際芸術センター青森（ACAC）のイベント　所問国際芸術センター青森（☎017－764－5200）

　★参加アーティスト

　堀川すなお、鈴木基真、ガブリエラ・マンガノ＆シルバー

ナ・マンガノ、サヒル・ナイク

　★オープニング・アーティスト・トーク

　　時７月28日（土）14：30～

　　申当日直接、ラウンジへ

夏のアーティスト・イン・レジデンス　「未完の庭、満ちる動き」
７月28日（土）～９月９日（日）10：00～18：00　※会期中無休

国内外のアーティストが青森で滞在制作を行った成果を展示。

サヒル・ナイク《Lazaretto（隔離病棟）》（部分）、2017年

ライブラリーフレンズ　図書館利用者サービス部会
大坂由紀子さん、糸澤邦子さん

手作りマスコットを

プレゼント♪
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市民センターの講座　所申問開催場所へ（申込順）／少数の場合中止／受講キャンセルは開始１週間前まで

会場・問合せ 日　時 上映作品

沖館市民センター（☎017ー761ー4161） ７/21（土）10：00～11：00「おおかみと七匹のこやぎ」「わがままな巨人」

北部地区農村環境改善センター（☎017ー754ー2244） ７/26（木）10：00～11：00「がんばれスイミー」「新ムーミン おじさんは手品師」

横内市民センター（☎017ー738ー8723） ７/27（金）10：00～11：00「七夕ものがたり」「ばけくらべ」

東部市民センター（☎017ー736ー6255） ７/28（土）10：00～11：00「お話でてこい うぐいす姫」「ムーミン谷の春」

中央市民センター（☎017ー734ー0164） ７/29（日）
10：00～10：45

「こぎつねのおくりもの」「ランボーの秘密」
14：30～15：15

油川市民センター（☎017ー788ー1201） ７/31（火）10：30～11：30「がんばれスイミー」「ムーミン ニョロニョロの秘密」

古川市民センター（☎017ー776ー8082） ８/８（水）13：00～14：00「七夕ものがたり」「ばけくらべ」

荒川市民センター（☎017ー739ー2343） ８/８（水）14：30～15：30「ムーミン 消えないおばけ」「恐竜くんのリサイクル」

西部市民センター（☎017ー788ー2491） ８/17（金）13：30～14：30「さるのきも」「動物と火」

戸山市民センター（☎017ー743ー0720） ８/18（土）11：00～12：00「お話でてこい おむすびころりん」「ムーミン ムーミ
ン谷の春」

夏休みこどもの映写会

はまなす会館の社交ダンス教室　所申問電話ではまなす会館（☎017－738－4821）へ（申込順）

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
パソコンを初めて操作するかた向けの講座（基礎）

A16 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
８/21（火）・22（水）
（全２回）10：00～12：00

Excel操作が初めてのかた向けの講座

A17
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

８/16（木）
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）

A18 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（貸出しあり。申込時に希望を明記）

８/17（金）
10：00～15：00（昼休みあり）

A19 Word
ステップアップ

「Wordの基本的な文書作成」のステップアップとして、画像入りのカラフルな
チラシを作成

８/21（火）・22（水）
（全２回）13：30～15：30

A20 Word
文書活用法

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
８/23（木）・24（金）
（全２回）10：00～12：00

A21 Wordの小技 操作に慣れてきたかたのために、文書を作成するうえで便利な小技を紹介
８/25（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※A21は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（７/23（月）必着）※抽選結果は７/30（月）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

教室名 開催日時 人員 料金

初級ラテン ８/７～11/27の火曜日　10：30～12：00（全15回） 20人 12,000円

初級スタンダード ８/９～11/22の木曜日　10：30～12：00（全15回） 20人 12,000円

初級 ８/７～11/27の火曜日　18：30～20：00（全15回） 20人 12,000円

中級 ８/２～11/22の木曜日　18：30～20：00（全15回） 20人 12,000円

はじめてのワルツ ８/４～11/17の土曜日　10：30～11：30（全14回） 15人 9,800円

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

講座名 開催日時 対象／人員 料金 申込方法

●油川市民センター　☎017－788－1201

【地域力アップ講座】親子でかかしづくり ７/28（土）～30（月）10：00～12：00 小学生と保護者10組 無料 ７/16（月）９：00～電話・来館

スポーツ教室　所申問直接、開催施設へ

教室名 開催日時 対象／人員 料金 申込み

●みちぎんドリームスタジアム（☎017－765－6200）

チャレンジ！カーリング ７/28（土）10：00～12：00 小学４年生以上の未経験者10人 500円 ７/27（金）まで
※申込順

カーリングNEXT ７/31（火）18：00～20：00 小学４年生以上の経験者10人 500円 ７/30（月）まで
※申込順

谷川ダンス教室
講師　森内さん、主宰　谷川さん
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