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１day就勝クラブ

45歳未満の求職者、大学生を対象と

した、｢効率的な仕事の探し方｣｢応

募書類の書き方｣「面接対策」を１

日で学ぶ講座。

時８月25日（土）、９月21日（金）

　10：30～15：00※同内容

所アスパム９階「津軽」

申問ジョブカフェあおもり（☎017

－731－1311）へ

青森高等技術専門校
委託訓練生募集

時内①介護職員初任者研修実践科

　　９月27日（木）～１月25日（金）

　　②パソコン基礎科

　　10月１日（月）～１月31日（木）

所県立青森高等技術専門校

対下記に求職申込みを行い受講指

示・推薦・支援指示を受けたかた

申問①は９月５日（水）、②は９月

７日（金）までに、ハローワーク青

森（☎017－776－1561　42♯）へ

２級土木施工管理技術検定講習

時10月１日（月）・15日（月）・22日（月）

　９：00～16：00

対料在職中で２級土木施工管理技術

検定を受験するかた／1,600円

所申問９月６日（木）までに、県立

青森高等技術専門校（☎017－738

－5727）へ

大人のためのデートDV予防講座

子どもの恋愛の身近にひそむDV

時８月25日（土）13：30～15：30

所総合福祉センター

内講師…佐藤恵子さん（ウィメンズ

ネット青森理事長）

申問あおもりダイバーシティ（☎
090－7325－8457）へ

セミナー「最期まで自分らし
く生きるために」

時９月３日（月）13：15～14：45

所男女共同参画プラザ「カダール」

内講師…村井麻矢さん（上級終活

カウンセラー）

人料50人／500円

備終了後、個別相談あり

申問事前にNPO法人ライフサポート

青森（☎017－777－6277）へ

青森公立大学「科目等履修生
・聴講生」を募集

秋学期（９月21日～2019年１月25

日）の科目等履修生（授業科目を学

び単位取得を目指す）と聴講生（聴

講のみ）を募集しています。詳細は

青森公立大学ホームページをご覧く

ださい。

申問青森公立大学（☎017－764－

1555、HPhttp://www.nebuta.

ac.jp/）へ

講 座

第２回北のまほろばモニタリングツアー浪岡北中野の歴史・文化を訪ねる「ウォークラリー」

時９月27日（木）

　９：15駅前庁舎集合、15：30終了予定

所内あおもり北のまほろば歴史館、縄文の学

び舎・小牧野館、小牧野の森・どんぐりの

家、森林博物館を巡り、市の歴史や民俗にふ

れるバスツアー

人20人（抽選※初参加のかた優先）

備昼食持参。見学後アンケートあり

申問９月10日（月）消印有効で、往復はがき

（１枚２人まで）に参加者の住所・氏名・年

齢・電話番号を記入し、〒030－0801　新町

一丁目３－７　青森市役所文化財課（☎
017ー718ー1392）へ

親子サイエンスカフェinあおもり

太陽はどうやってかがやいているの？
～核融合「かくゆうごう」ってなあに？～

プラズマ博士と科学を学ぼう！

時９月１日（土）13：30～15：00

所アピオあおもり大研修室２

対人小学生と保護者15組

備飲み物、お菓子付き

申問８月24日（金）までに、青森県

ＩＴＥＲ計画推進会議サイエンス

カフェ事務局（☎017－734－

1311、 staff@acci.or.jp）へ

 
IchigoJam（イチゴジャム）
プログラミングスクール in 青森

時９月24日（月）13：00～17：00

所カダール研修室（アウガ５階）

内子ども用のコンピュータ「Ichigo

Jam」でプログラミングの基礎を

学び、簡単なゲームを作成

対人料市内在住の小学３～６年生

16人（保護者同伴可）／2,000円

申問９月16日（日）までに、Kids　

Venture（松田、☎050－5306－

5725、 contact@kidsventure.

jp、 HP https://kidsventure.

jp/）のホー

ムページ申込

みフォームか

ら申込み

北中野町内会　長谷川さん、北中野公民館　鎌田

時所９月23日（日）９：00～12：00／北中野公民館集合

内北中野ゆかりの名画の鑑賞や、浪岡城跡、中世の館、西光院

本殿などを巡る３km、５kmの２コース

人料100人（１チーム５人まで※個人または２人参加の場合は合同

チームとなります）／１人200円

備おにぎり持参（豚汁振る舞いあり）

申 問９月10日（月）までに、

はがき・FAXで、住所・氏

名・年齢・性別・電話番

号・参加コースを、〒038

－1325　浪岡大字北中野字

天王27－７　北中野公民館

（☎0172－62－2611、Ｆ

0172－55－8522）へ

文化の要所を
巡ろう！
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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

Word＆Excel＆PowerPoint操作が初めてのかた向けの講座

A22
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
９/11（火）・12（水）
（全２回）10：00～12：00

A23 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

９/11（火）・12（水）
13：30～15：30

A24
PowerPointを
はじめてみよう

基本的な操作を中心に学習し、簡単なスライドを作成
９/22（土）
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）

A25 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

９/13（木）・14（金）
（全２回）10：00～12：00

A26
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

９/15（土）
10：00～12：00

A27
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
９/20（木）
10：00～15：00（昼休みあり）

A28
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、関数を加えた文書を作成
９/21（金）
10：00～15：00（昼休みあり）

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

B04
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、Webメール活用法
などを学習

９/１（土）・８（土）
（全２回）10：00～12：00

B05
住所録活用法を
覚えよう

WordやExcel住所録を活用して宛名ラベル・図形入り名刺・はがきを作成
する方法を学習

９/１（土）・８（土）
（全２回）13：30～15：30

B06
写真や音楽で
動画を作ろう

デジカメ撮影した写真をパソコンに保存して整理し、動画ソフトの活用＆編集方法
と音楽ダウンロードなどを学習※デジカメ持参（貸出あり。申込時に希望を明記）

９/29（土）
10：00～15：00（昼休みあり）

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※A26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（８/22（水）必着）※抽選結果は８/29（水）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

問屋町ビジネススクール（９・10月開催講座）

所問屋町会館１階会議室
内企業の組織力の強化や、中核人材の育成・確保に役立つ階層別教育を中心とした講座
申問各開催日１週間前までに、ホームページ（HPhttp://business-school.tonyamachi.com）の申込み

フォームから申込み。またはFAXで、申込書（青森総合卸センター、各市民センター等に設置。ホーム
ページにも掲載）を、協同組合青森総合卸センター（☎017－738－4711、Ｆ017－738－7323）へ

講　座　名 開催日時 人員/料金

営
業

青森の営業マンのためのスキルアップセミナー
～問い合わせが来て商談したのに注文がとれないを克服する【説明編】～

９/12（水）
18：00～20：00

20人
4,200円

会
計 商業簿記３級取得講座 ９/５～11/14の水曜日

18：30～20：30
10人

15,000円

総
務

正しく処理しよう！基礎から学ぶ給与実務
～社保・税金編　給与計算に関わる社会保険や税金のポイントと算出方法を学ぶ～

10/11（木）・16（火）・18（木）
18：30～20：30

15人
6,800円

よい総務がよい会社を創る！総務力向上研修
～生産性向上編　「モノ」と「ヒト」の動きを見える化し無駄を削減しよう～

９/６（木）
18：30～20：30

15人
2,600円

【新規講座】よい総務がよい会社を創る！総務力向上研修
～労働時間編　労働時間を合理的に管理し「働き方改革」を進めよう～

10/25（木）
18：30～20：30

15人
2,600円

自
己
啓
発

すぐに試せる！時間を生み出すダンドリ力
～満足度の高い仕事を提供するための仕事整理術を学ぶ～

９/25（火）・27（木）
18：30～20：30

15人
4,700円

電話応対ができる！ビジネスマナー実践研修
～見えない相手だからこそ迅速かつ的確な応対をマスターしよう～

10/４（木）
18：30～20：30

10人
2,600円

青森競輪日程（８月後半）
問青森競輪場（☎017−787−2020）

西武園（ＦⅠ）場外 20日（月）～22日（水）
青森ナイター（ＦⅡ） 22日（水）～24日（金）
岸和田（ＦⅠ）場外 23日（木）・24日（金）
小田原記念（ＧⅢ）場外 25日（土）～28日（火）
函館ナイター（ＦⅠ）場外 25日（土）～27日（月）
静岡（ＦⅠ）場外 29日（水）～31日（金）
富山記念（ＧⅢ）場外 30日（木）～９月２日（日）

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。

《広告》

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　※屋外イベントは天候により中止の場合があります

青森競輪場
イメージキャラクター
葵 萌輪

事務・生産事務員急募！！
●正社員（尾上工場）　事務員１名、生産事務員１名
●正社員（藤崎工場）　生産事務員１名

その他募集（尾上・藤崎工場）
●正社員　ソーイングオペレータ・・・・・・若干名
●まとめ内職（集配は弊社で致します）・・・若干名
●ミシン内職（集配に関しては要相談）・・・若干名

（株）ベイシックサンミッシェルトキワ
尾上工場：平川市日沼高田104-9　TEL 0172-57-4683　担当：佐々木　敏明
藤崎工場：藤崎町字西村井67-1　 TEL 0172-75-2800　担当：今　崇行
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