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ただじゅんのあそびの講座

時10月21日（日）①10：00～11：30

　　　　　　　 ②14：00～15：30

所アピオあおもり

内①親子ふれあい遊びのワークショップ

　②身近なものでおもちゃを制作し

遊びを発展させるヒントを学ぶ

対①６歳までの子どもと保護者

　②子育て支援関係者など

申問県子ども家庭支援センター

　（☎017－732－1011）へ

小学生サッカースクール

時11月～３月の週１・２回（全22回）

★11月３日（土）９：30開校式（受付９：10～）

所盛運輸サンドーム

対料小学生の男女／3,000円

申問青森市サッカー協会事務局（☎
017－744－0404、HPhttp://www　

7b.biglobe.ne.jp/~afa/）へ

１day就勝クラブ

時10月26日（金）16：00～19：30

所アスパム９階「津軽」

内仕事の探し方や面接対策等を学ぶ

対45歳未満の求職者

申問ジョブカフェあおもり

　（☎017－731－1311）へ

JW_CAD基本操作講習

時11月14日（水）・28日（水）

　９：00～16：00

対料在職中（自営業含む）でパソコ

ン操作のできるかた／1,000円

所申問10月22日（月）までに、県立

青森高等技術専門校（☎017－738

－5727）へ

青森競輪日程（10月後半）　問青森競輪場（☎017−787−2020）

熊本記念 in 久留米（ＧⅢ）場外 18日（木）～21日（日）
青森ナイター（ＦⅡ） 20日（土）～22日（月）
立川（ＦⅠ）場外 22日（月）～24日（水）

広島（ＦⅠ）場外 24日（水）～26日（金）
青森ナイター（ＦⅠ） 25日（木）～27日（土）
豊橋記念（ＧⅢ）場外 27日（土）～30日（火）

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。 青森競輪場イメージキャラクター　葵 萌輪

スポーツ教室　申直接、開催会場へ ★詳細はスポーツネット青森ホームページ（HPhttp://miz-ss.com/sportsnet-aomori/top/）

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（スポーツ会館）　☎017－765－6200

弓道実技指導 10/25～11/15の火・木・土曜日※土曜日は①のみ
①14：00～16：00　②19：00～21：00 18歳以上の弓道経験者各回５人 個人利用料 要予約

チャレンジ！カーリング 11/３（土）16：00～18：00 小学４年生以上の未経験者10人 500円 11/２（金）まで

男の生き方塾
「発信しよう　新しい生き方」

所①アコール　②③④カダール

対人２回以上参加できる40歳以上の

男性20人※④12月１日のみ、どな

たでも参加可（要事前申込）

申問10月26日（金）まで（★オプショ

ン企画は11月21日（水）まで）に、

男女共同参画プラザ「カダール」

（☎017－776－8800、Ｆ 017ー

776ー8828、 kadar-kouza@

kadar-acor.jp）へ

ファミリー講座

きらきら塾（子育て講座）

時10月26日（金）10：00～12：00

所荒川市民センター

内講座「スクールカウンセラーの現

場から～相談例から見えてくるもの～」

　講師…小笠原美知子さん

申問１週間前までに、青森市子育て

サポートセンター（☎・Ｆ017－774

－6537、 aomorishi-saposen@

arion.ocn.ne.jp　電話は火曜日

10：00～13：00受付）へ

韓国異文化理解講座「ワールドカフェ
～お隣の国、韓国をもっと身近に～」

もっと韓国を知ろう！　韓国のお菓

子「茶
た し く

食」の実演もあります。

時11月10日（土）10：00～12：00

所駅前スクエア（駅前庁舎１階）

対人市内在住の高校生以上の学生20

人（抽選）

申問11月５日（月）までに交流推進

課（☎017－734－5235）へ

女性のための起業応援セミナー

時10月29日（月）14：30～16：30

所AOMORI STARTUP CENTER

　（青森商工会議所１階）

内大崎陽一さん（インキュベーショ

ンマネジャー）の講演、市内女性

起業家のトークセッション

申問人権男女共同参画課（☎017－

734－2296）へ

女性の再就職・チャレンジ支援講座

時11月２日（金）10：00～12：00

所働く女性の家「アコール」

内講師…菅原とも子さん（２級キャ

リアコンサルティング技能士）

対人備子育て期の女性30人／託児あり

申問アコール（☎017－723－1700）へ

講 座

①11月３日（土）10：00～13：00

胃袋から学ぶ中国文化　～ぎょうざ
作り体験・中国語を学ぶ～（材料費1,000円）

②11月17日（土）10：00～12：00

青森の魅力を動画で発信　～65歳か
らはじめたYouTuber～

③11月24日（土）13：00～14：20

天国と地獄!? 株式投資のウラ、オモテ

★オプション企画　15：00～17：00
みんなで歌おう
　「うたごえ“おやじ喫茶”」（参加費500円）

④12月１日（土）10：00～12：00

【公開講座】セクハラ、パワハラ…現代
のハラスメント事情～自分も相手も
傷つかないために～

大崎陽一さん

興味関心が
あるかたは
どなたでも
おいで
ください！
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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 10 月 15 日　広報あおもり

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操作が初めてのかた向けの講座

A35
Wordの
基本的な文書作成

文字の装飾やレイアウトなどの基本を学びながら、簡単な案内文書を作成
11/13（火）・14（水）
（全２回）10：00～12：00

A36
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

11/15（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）

A37
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・ファイルの添付やWebメール活用法
などを学習

11/８（木）・９（金）
（全２回）10：00～12：00

A38 ワードステップアップ
「Wordの基本的な文書作成」のステップアップとして文書作成上での色々
な機能を学習し、画像入りのカラフルなチラシや表入り文書を作成

11/13（火）・14（水）
（全２回）13：30～15：30

A39 簡単な年賀状を作ろう
写真・イラストや住所録などを使って年賀状の宛名面・裏面を作成・印刷
し、外部記憶装置等への保存方法を学習

11/16（金）
10：00～15：00（昼休みあり）

A40 ワードの小技 操作に慣れてきたかたのために、文書を作成する上で便利な小技を紹介
11/17（土）
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

B07
オリジナル年賀状を
作ろう

写真・イラストや住所録などを使って年賀状の宛名面・裏面を作成し、印刷
11/３（土）・10（土）
（全２回）10：00～12：00

B08
Wordで
本を作ってみよう

Wordの応用的な操作を活用して簡単な本（小冊子・自分史など）を作成
11/３（土）・10（土）
（全２回）13：30～15：30

B09
Excel文書を作成しよう
（応用編）

Excelの編集操作（文字の装飾・レイアウトなど）を学習し、さらに関数
を加えた文書を作成

11/24（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※A40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（10/22（月）必着）※抽選結果は10/29（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

問屋町ビジネススクール（11・12月開催講座）

所内問屋町会館１階会議室／企業の組織力の強化や、中核人材の育成・確保に役立つテーマ別講座
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【営業トーク編】～

11/14（水）
18：00～20：00

20人
4,200円

流
通

明日を支える！流通コーディネーター養成講座
～応用編　稼ぐ青森、儲ける青森の実現に向けて～

11/27（火）・29（木）
18：30～20：30

15人
4,700円

総
務

正しく処理しよう！基礎から学ぶ給与計算実務
～年末調整編　年末調整を実務から学ぶ～

12/４（火）・６（木）
18：30～20：30

15人
4,700円

【新規講座】よい総務がよい会社を創る！総務力向上研修
～届出編 総務に関する各種届出や手続きを、ミスなくモレなく行うためのポイントを学ぶ～

11/13（火）
18：30～20：30

15人
2,600円

自
己
啓
発

来客対応ができる！　ビジネスマナー実践研修
～来客対応をスマートにこなし会社のイメージアップに繋げよう～

11/８（木）
18：30～20：30

10人
2,600円

ダメ出しから感謝へ！　ポジティブな職場づくり
～ストレスのないポジティブな職場環境で力を発揮してもらおう～

11/20（火）
18：30～20：30

15人
2,600円

そ
の
他

【（株）ソフトアカデミーあおもり 共催】チームで使おう！Word、Excel
～Office365で変わるワークスタイル～（会場：（株）ソフトアカデミーあおもり）

11/22（木）
13：30～16：30

10人
2,000円

【中小企業大学校仙台校  共催】新任管理者研修 11/14（水）・15（木）・16（金）
９：30～16：30

15人
28,000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　※屋外イベントは天候により中止の場合があります

青森公立大学 公開講座［テーマ］価値共創！現場から、青森の地域価値創造を提言する

時18：30～20：30
所カダール研修室（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、HPhttps://www.nebuta.ac.jp/）

回 開催日 内容／講師

①
10/23
（火）

「『地域経営学』の視点から、青い森・青森の観光価値共創を提言する」
　札幌学院大学　藤永弘名誉教授

②
10/30
（火）

「地域社会の縮減に抗う“地元に戻る教育”の構想－高校生によるシティプロモーションのすすめ－」
　青森公立大学　飯田俊郎教授

③
11/６
（火）

「続！ IoT、AI、モバイルなど、ICT戦略の観点から」
　青森公立大学　木暮祐一准教授

④
11/13
（火）

「コミュニティ・アーカイブと価値の共有」
　青森公立大学　足達健夫准教授

⑤
11/20
（火）

「続！ねぶた祭りプロモーション、人材育成戦略の観点から」
　青森公立大学　佐々木てる教授

⑥
11/27
（火）

「自治体経営と地域経営：価値共創と地域イノベーションの観点から」
　青森公立大学　遠藤哲哉教授
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