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省エネ・高断熱住宅普及の市民講座

時11月18日（日）16：00～18：00

所カダール研修室（アウガ５階）

内講師…西方里見さん（西方設計代表）

申問グリーンエネルギー青森（笹

田、☎090－3469－2533）へ

セミナー「長寿社会と法律」

時11月20日（火）13：15～14：45

所カダール研修室（アウガ５階）

内料講師…竹本真紀さん（石田法律

事務所 弁護士）／500円

申問ライフサポート青森（☎017－

777－6277）へ

シニア起業入門セミナー

時11月22日（木）18：00～20：00

所県観光物産館アスパム５階白鳥

対起業に関心があるシニア世代の

かた

申問県商工労働部地域産業課（☎
017－734－9374）へ

ヒューマンライブラリー

本
わたし

を読んで2018

～多様な生き方にふれる～

時12月１日（土）13：30～15：30

所プラスえん（新町一丁目和田ビル２階）

内人を本に見立て、体験や活動のお

話を少人数で聴く（子育て・認知

症・依存症・慢性疲労症候群・戦

争体験など）

申問あおもりダイバーシティ（松

山、☎090－7325－8457）へ

相談員・支援者研修会

ＤＶ家庭や暴力の支配下に育った

子どもたちの現状と課題

～若年女性の

貧困と風俗の関係事例をもとに～

時12月３日（月）・５日（水）

　10：00～16：00

所働く女性の家「アコール」

内講師…スーザン・アームストロ

ングさん（カナダ精神衛生協会プ

リンスジョージ支部理事長）

対女性や子どもの支援に関わる職

業のかたなど

人30人（２日間受講できるかた優先）

料500円

申問カダール（☎017－776－8800、

Ｆ017－776－8828、 kadar-

kouza@kadar-acor.jp）へ

上川あやさん講演会

すべての人がのびやかに生きられる

社会に向けて

時12月８日（土）13：30～15：30

所カダール研修室（アウガ５階）

内トランスジェンダー当事者の講

師を迎え、生きやすい社会づくり

に何が必要かを考える

申問NPO法人あおもり男女共同参画

をすすめる会（☎090－6680－

1375、 nakama@actv.ne.jp）へ

初心者のための合気道教室

時11月12日～12月13日の月・木曜日

　19：30～20：30※第３月曜日除く

所みちぎんドリームスタジアム

　２階柔道場

申問合気道青森道場（沼田、☎080

－3144－2544）へ

家事家計講習会

家計簿記帳と暮らしのヒントを学び

ましょう。

時11月16日（金）・17日（土）・20日（火）

　10：00～12：00

所16日…カダール研修室（アウガ５階）

　17日・20日…青森友の家（桜川）

申問青森友の会（☎017－742－5734　

火・金曜日のみ）へ

チャレンジ先生のエンジョイ講座

時内①11月17日・24日、12月１日の

土曜日…美容講座／②11月14日・

21日、12月12日の水曜日…簡単ス

トレッチ講座／③11月17日、12月

１日・15日の土曜日…歌と楽器を

楽しもう など ※詳細は下記ホー

ムページをご覧ください

料１講座2,000円（全３回／初回無料）

備定員に満たない場合中止あり

申問１週間前までに、日本人財発掘

育成協会（☎017－718－7135、 HP

https://jinzai-japan.weebly.

com/）へ

青森高等技術専門校
委託訓練生募集

時内①販売士養成科

　　11月26日（月）～２月25日（月）

　　②簿記・企業会計科〔２〕

　　12月３日（月）～５月31日（金）

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11月２日（金）まで、②は

11月９日（金）までに、ハローワー

ク青森（☎017－776－1561　音声

案内42♯）へ

スポーツ教室
問みちぎんドリームスタジアム（☎017−765−6200）

自衛官募集

陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦・一般）
専門技術者を養成（高等学校の卒業資格取得可）

自衛官候補生
２・３年の任期制隊員を養成

応募資格
（※）

中卒（見込み含む）17歳未満の男子 18歳以上
33歳未満の者

受付期間
推薦 11月30日（金）まで
一般 平成31年１月７日（月）まで 11月16日（金）まで

試 験 日
推薦 平成31年１月５日（土）～７日（月）
一般 平成31年１月19日（土）

12月１日（土）・
　　２日（日）

試験会場
推薦 高等工科学校
一般 青森駐屯地（１次） 青森駐屯地

問自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所（☎017−783−2995）

※年齢は平成31年４月１日現在の年齢

●カーリングＮＥＸＴ
時11月25日（日）10：00～12：00

所みちぎんドリームスタジアム

対小学４年生以上の経験者

料500円

申11月24日（土）までに、直接、

　みちぎんドリームスタジアムへ

青森県 創業支援★詳細は
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ポムジュール吹奏楽団
第６回ウィンターコンサート

市内大学の吹奏楽サークルの有志に

よる楽団の演奏会。

時12月９日（日）14：00開演

所県民福祉プラザ４階県民ホール

内曲目…エル・クンバンチェロ、

雪國など

問ポムジュール吹奏楽団

　（齊藤、☎090－1932－0963）

イタリア野菜の収穫体験

時11月17日（土）10：00～11：00

所小泉農園（幸畑字阿部野）

内「ケール」などの収穫を楽しむ

人料20人／1,000円（小学生以下500円）

　※お土産つき

備軍手、長靴持参

申問11月10日（土）12：00までに、

FAXに電話番号を記入し、東青地

域G・B・T推進協議会、（小泉、☎
080－3196－4960、Ｆ017－738－

2470）へ

ふれあい農園加工体験講座
「新そば打ち」

時11月18日（日）10：00～12：00

人４組（１組３人まで）

料１組1,500円

所申問11月11日（日）８：30から、

ふれあい農園（☎017－761－

3082）へ

あおもり歴史トリビアを読む会

町並みに残る地域の歴史

―油川地区の石碑や建物など その２

時11月21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40人

申問11月１日（木）から歴史資料室

（☎017－732－5271　月～金曜

９：00～17：00受付）へ

あおもりスタートアップ支援セミナー

あお★スタ

市では、著名な起業家等を招き、起

業・創業、新たな事業展開など、ス

タートアップのためのセミナーを定

期的に開催しています。ぜひお越し

ください。

時11月26日（月）15：30～17：00

所AOMORI STARTUP CENTER

　（青森商工会議所１階）

内講演「農業で起業！～ゼロから上

場まで～」講師…及川智正さん

（（株）農業総合研究所代表取締役社長）

申問11月20日（火）までに、青森商工

会議所（☎017－734－1311）へ

てんぷら油で石けんづくり

時11月17日（土）14：00～15：00

所県民福祉プラザ

料備100円／500mlペットボトル、使

用済みの油100g持参

申問11月７日（水）までに、青森県消

費者問題研究会（加藤、☎080－

3190－5819）へ

日臨技北日本支部医学検査学会
公開講演会

現役脳外科医が伝える「脳卒中と認

知症から身を守るコツ」とは？

時11月10日（土）14：30～15：30

所リンクステーションホール青森

内講師…畑山徹さん（水戸ブレイ

ンハートセンター院長）

備なるべく公共交通機関をご利用

ください

問市民病院臨床検査部

　（齋藤、☎017－734－2171）

講演会「北の縄文世界－その魅力と価値－」

時11月11日（日）13：30～15：00

所アウガ５階AV多機能ホール

内講師…岡田康博さん（県世界文

化遺産登録推進室長）

問放送大学青森学習センター

　（☎0172－38－0500）

講演会「高齢化社会と不動産」

時11月13日（火）13：30～15：30

所ねぶたの家ワ・ラッセ 

内講座「青森の地価動向」、「高齢化

社会と不動産」

問青森県不動産鑑定士協会

　（☎017－752－0840）

募 集

講 座

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

小学生職業体験講座～ワラッシ！出張版～ 問文化学習活動推進課（☎017−718−1376）

時12月９日（日）

　①10：00～11：00　②11：15～12：15

所浪岡中央公民館

内〔おしごと〕①ドッグトレーナー②スポー

ツトレーナー③美容師④メイクアップアー

ティスト⑤建築士⑥カメラマン⑦自動車整

備士⑧農家⑨プログラマー⑩アナウンサー

あこがれの「おしごと」を体験しよう！　もらったお給料で遊べるよ！

対人小学４～６年生200人（抽選）

申11月16日（金）までに、メール・FAX・往復はがき

に、希望の「おしごと」と「時間」（第２希望

まで）、住所・氏名・年齢・性別・学年と学校名・電

話番号を記入し、〒030－0801　新町一丁目３

－７　青森市役所文化学習活動推進課へ

※詳細は市ホームページをご覧ください。

イベント

新ビジネス支援課
長澤豊生

あなたの夢に
役立つ講演を
ぜひお聴き
ください！

教育課　小笠原卓哉
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