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ボランティア関係者
ネットワーク形成セミナー

時11月27日（火）９：50～15：00

内講師…菅野道生さん（岩手県立

大学准教授）

所申問県総合社会教育センター（☎
017－739－1270）へ

ハトマーク消費者セミナー

時11月23日（金）13：00～15：00

所県観光物産館アスパム６階八甲田

内不動産相続をした親族を困らせ

ない知識と工夫について

問（公社）青森県宅地建物取引業協会

　（☎017－722－4086）

音楽療法セミナー’18
「子どもの笑顔を引き出すコミュニケーション～理論と実践～」

時12月２日（日）13：00～16：15

所リンクモア平安閣市民ホール

内二俣泉さん（昭和音楽大学准教

授）による講演とワークショップ

料2,000円（学生1,000円）※午前に専

門職向けワークショップあり（別料金）

申問11月26日（月）までに、青森音楽療

法研究会ホームページ専用フォー

ム（ HP https://aomori-mta.

org/、☎090－6258－7881）へ

「くらしを豊かにする再生可能
エネルギーの利用」講演会

時12月６日（木）16：00～18：00

所カダール研修室（アウガ５階）

内講師…佐藤彌右衛門さん（会津

電力株式会社社長）

申問グリーンエネルギー青森（笹

田、☎090－3469－2533）へ

ワーク付き上映会

「知っておきたいがんのこと
～女性が病気になった時～」

時12月２日（日）13：00～16：00

所アピオあおもり

内がん体験者によるワークショッ

プ、「カプチーノはお熱いうちに」

上映

申問県男女共同参画センター（☎
017－732－1024）へ

異文化理解講座

「本場！アイルランド
　スコーンを作ってみよう」

楽しいティータイムで、アイルラン

ドについてのおしゃべりも！

時12月７日（金）18：00～20：00

所古川市民センター

対人市内在住のかた16人（抽選）

備事前に材料費をいただきます

申問11月22日（木）までに、交流推

進課（☎017－734－5235）へ

中世の館　歴史教室Vol.３

美人川伝説の伝承と浪岡の人びと

時12月８日（土）14：00～15：30

所問中世の館（☎0172－62－1020）

内講師…石山晃子（あおもり北の

まほろば歴史館副館長）

アコールのものづくり講座

①クリスマス　天使の

　プリザーブドフラワーリース

時12月15日（土）10：30～12：30

人料10人／2,000円

②おしゃれなお正月しめなわ飾り

時12月22日（土）10：30～12：30

人料10人／1,800円

内講師…野呂真弓さん

備はさみ（針金が切れるもの）、木

工用ボンド（速乾）、お手ふき、

持ち帰り用袋持参

所申問11月15日（木）９：00から働く

女性の家「アコール」（☎017－

723－1700※来館可）へ

クリスマス＆お正月のダブルリースづくり

時11月25日（日）10：00～12：00

所蔓工房（浪岡大字本郷）

人料10人／1,500円

申問11月24日（土）12：00までに、

東青地域G・B・T推進協議会（鎌

田、☎080－1804－6444）へ

味自慢・うで自慢講座

時12月６日（木）10：00～13：00

所アピオあおもり調理実習室

内発酵食ランチの調理と試食

料備1,000円／エプロン、三角巾持参

申問11月28日（水）までに、実行委

員会（カンパーニュ、☎090－

7325－2974）へ

講 座

青森競輪日程（11月後半）
問青森競輪場（☎017−787−2020）

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。

武雄（ＦⅠ）場外 16日（金）～18日（日）
小田原（ＦⅠ）場外 17日（土）～19日（月）
小倉　競輪祭（ＧⅠ）場外 20日（火）～25日（日）
西武園（ＦⅠ）場外 20日（火）～22日（木）
川崎（ＦⅠ）場外 23日（金）～25日（日）
小松島（ＦⅠ）場外 26日（月）～28日（水）
和歌山（ＦⅠ）場外 27日（火）～29日（木）

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

教室名 開催日時 人員 料金

初級ラテン 12/４～３/26の火曜日
10：30～12：00（全15回） 20人 12,000円

初級スタンダード 12/６～３/28の木曜日
10：30～12：00（全15回） 20人 12,000円

初級 12/４～３/26の火曜日
18：30～20：00（全15回） 20人 12,000円

はじめての
スローとサンバ

12/６～３/28の木曜日
18：30～20：00（全15回） 20人 12,000円

はじめての
ワルツ

12/１～３/23の土曜日
10：30～11：30（全14回） 15人 9,800円

青森競輪場イメージキャラクター　葵 萌輪

青森市国際交流員
イファ・カドーガン
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　　    世界遺産・縄文でビジネス！ 子どもワークショップ高校生と

　共に学ぶ

時日時　所場所　内内容　対対象　人人員　料料金　備備考15 2018 年 11 月 15 日　広報あおもり

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）

A41 パソコンはじめの一歩 マウス・キーボード操作や文字入力などを中心に学習
12/11（火）・12（水）
（全２回）10：00～12：00

Word＆Excel操作が初めてのかた向けの講座

A42 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、表の作り方や計算方法など
基礎的なことを学習

12/11（火）・12（水）
（全２回）13：30～15：30

文字入力のできるかた向けの講座（応用）

A43
Wordの応用操作を
学ぼう

図形編集など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
12/７（金）
10：00～15：00（昼休みあり）

A44 ネット活用を楽しもう
ホームページの検索・印刷や画像・音楽のダウンロードなど、インター
ネットの活用方法を学習

12/13（木）・14（金）
（全２回）10：00～12：00

A45
Windowsの基本操作を
覚えよう

ウィンドウ操作やファイル・フォルダの移動・コピーなど基本操作を学習
12/15（土）
10：00～12：00

A46
パソコンすっきり
整理術

パソコンのメンテナンス、ファイル・フォルダの管理や外部記憶装置等へ
の保存方法を学習

12/20（木）・21（金）
（全２回）10：00～12：00

A47
Excel関数ステップアップ
時間管理編

出勤簿などの作成を通して、日付・時間についての様々な関数を体験し、
使い方を学習

12/22（土）
10：00～15：00（昼休みあり）

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※A45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、中央市民センターへ（11/22（木）必着）※抽選結果は11/29（木）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

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

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

●カクヒログループスタジアム（市民体育館）　☎017－743－3361（受付９：00～20：00）
苦手克服小学生体操教室
（鉄棒・跳び箱・走り方）

12/23（日）・24（月）14：00～16：00 小学生20人 2,000円 11/15（木）～

●みちぎんドリームスタジアム（スポーツ会館）　☎017－765－6200
チャレンジ！カーリング 12/８（土）12：00～14：00 小学４年生以上の未経験者10人 500円 12/７（金）まで
カーリングＮＥＸＴ 12/14（金）18：00～20：00 小学４年生以上の経験者10人 500円 12/13（木）まで

●市民室内プール　☎017－743－3440（受付９：00～20：00）
水中運動教室（月） １/７～３/11の月曜日（全６回）11：00～12：00 18歳以上20人 2,400円

11/24（土）～
30（金）

※最終日17：00まで

抽選結果は
12/１（土）
ロビーに掲示

参加者入金
12/１（土）～

７（金）
※最終日17：00まで

水中運動教室（金） １/11～３/15の金曜日（全10回）10：00～11：00 18歳以上20人 4,000円
アクアフィットネス（木） １/10～３/14の木曜日（全10回）10：00～12：00 18歳以上60人 5,500円
一般水泳教室（火） １/15～３/19の火曜日（全10回）10：00～12：00 18歳以上50人 4,800円
一般水泳教室（水） １/16～３/20の水曜日（全10回）10：00～12：00 18歳以上30人 4,800円
一般水泳教室（土） １/12～３/16の土曜日（全10回）18：30～20：30 15歳以上40人 4,800円
中高年水泳教室（月） １/７～３/11の月曜日（全６回）13：00～15：00 50歳以上30人 2,880円
中高年水泳教室（火） １/15～３/19の火曜日（全10回）13：00～15：00 50歳以上40人 4,800円
幼児水泳教室Ⅰ（水） １/16～３/20の水曜日（全10回）15：30～16：30 ３～６歳（１/16時点）の未就学児40人 3,500円
幼児・小学生水泳教室（火・金）１/11～３/19の火・金曜日（全20回）16：30～17：30 ４歳（１/11時点）～小学３年生35人 7,000円
小学生水泳教室Ⅱ（土） １/12～３/16の土曜日（全10回）15：30～17：30 小学生60人 4,800円

世界遺産登録を目指す“北海道・北東北の縄文遺跡群”を、ビジネスにどう活かす？

「縄文メニューを考案しよう！」「縄文グッズを開発しよう！」の２つのテーマで考えてみよう。

対人備小学５年生～中学生で、３日間続けて

参加できるかた20人（抽選）／昼食、飲み

物、筆記用具（３日目のみエプロンも）持参

申11月30日（金）までに、住所、氏名（ふりが

な）、学校名（学年）、電話番号を、〒030－

0152　野沢字沢部108－３　縄文の学び

舎・小牧野館（☎017－757－8665、Ｆ017

－757－8670、 info@komakinosite.jp

※件名「子どもワークショップ」）へ

12月23日（日）９：30～16：30

①縄文時代の生活・文化を学ぶ（展示見学）講師 （一社）小牧野遺跡保存活用協議会

②「どうすれば縄文遺跡は盛り上がる？」講師 相内洋輔さん（ワークショップデザイナー）

１月13日（日）９：30～16：30

①「安くておいしい縄文メニューを考えよう！」講師 柿崎和江さん（あおもり食命人）

②「売れる縄文グッズを考えよう！」講師 山口志麻さん（三ノ月舎）

１月14日（月）９：30～16：30　※②は保護者参観可能

①「縄文メニューを作り、食べてみよう！」アドバイザー あおもり立志挑戦の会

②「縄文グッズ開発プレゼンテーション」アドバイザー あおもり立志挑戦の会

所問縄文の学び舎・小牧野館（☎017－757ー8665）

★ワークショップ内容（全３回）

小牧野遺跡ＰＲキャラクター「こまっくー」
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