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教室名 開催日時 対象／人員 料金 申込み（申込順）

●カクヒログループスタジアム（市民体育館）　☎017－743－3361
親子キッズビクス教室 １/17～２/28の木曜日10：00～11：30（全７回） ２～５歳と保護者20組 2,800円 １/４（金）～

●みちぎんドリームスタジアム（スポーツ会館）　☎017－765－6200

中高齢者運動塾 毎週木曜日　10：00～12：00 介護認定を受けていない
50～70代のかた25人 １か月2,000円 随時

スポーツ教室　申込みは直接、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/）

中央市民センターのイベント　問☎017－734－0164　※第３日曜日、年末年始は休館

●こどもの映写会　※①②同内容

時１月27日（日）①10：00～10：45　②14：30～15：15
内★「おむすびころりん」「ぶんぶくちゃがま」
　★お楽しみタイム･･･ぬりえでペープサート作り

●おとなの映写会
時１月18日（金）10：00～11：45
内ラブストーリーシリーズ…「或る夜の出来事」

◆１月のプラネタリウム
　料150円（中学生以下無料／障がい者手帳提示75円）

星空の時間
星の寿命
（約50分）

土曜日 ①11：00 ②13：30

日曜日・祝日　13：30
（１日、20日除く）

プラネくんと星空さんぽ
絵話
「ゆきだるまのなやみごと」
（幼児向け・約40分）

日曜日・祝日　11：00
（１日、20日除く）

自衛官等募集

問 自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所（☎017−783−2995）問 青森競輪場（☎017−787−2020）

立川記念（ＧⅢ）場外 ４日（金）～７日（月）
奈良（ＦＩ）場外 ８日（火）～10日（木）
静岡（ＦＩ）場外 ８日（火）～９日（水）
和歌山（ＧⅢ）場外 11日（金）～14日（月）

青森競輪日程（１月前半）

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。

医科・歯科幹部
自衛隊医療機関・医務室等で勤務

予備自衛官補（一般・技能）
予備自衛官を養成

応募資格
（※）

医師免許または歯科医師
免許を取得する者
その他条件あり

一般：18歳以上34歳未満
技能：国家免許資格を有
　　　する55歳未満の者

受付期間 ２月上旬～４月上旬 ４月上旬まで
試 験 日 ５月中旬 ４月中旬
試験会場 東京都内 青森市内
※年齢は平成31年４月１日現在の年齢

あおもり
コンピュータ・カレッジ
平成31年度入学生一般一次募集受付開始

あおもりコンピュータ・カレッジ（コンカレ）は、市内で唯一の公的

な情報処理技能者養成施設です。ＩＣＴ・情報処理などの知識や技術

を習得できる充実したカリキュラムと、長年培ってきた国家試験をは

じめとする資格取得のノウハウで、高い就職率を誇ります。

地域の未来を担うＩＴ人材を目指し、コンカレで学んでみませんか？

募集期間…１月25日（金）まで

選考・入学試験日…１月26日（土）９：30～
定員…60人

試験内容…学科試験、適正検査、面接

※職歴１年以上のかたは、学科試験のかわりに「小論文」でも受験可能。

また、大学等との併修制度もありますので、詳細はお問合せください。

進学相談も受付開始！

コンカレへの進学を検討されているかたを

対象に、進学相談を受け付けます。

予約なしで、どなたでもご相談いただけま

す。保護者のかたもどうぞ。

◆１月の予定

時１月19日（土）・27日（日）

　いずれも10：00～15：00

　※平日（月～金曜日）の相談も受付中。

　　お気軽にお問合せください。

【申込み・問合せ】

あおもりコンピュータ・カレッジ（☎017－739－1311、

staff@acc.ac.jp、HPhttp://www.acc.ac.jp）

今年度の秋期基本情報技術者試験では、

県内専門学校生合格者17人中16人がコン

カレの学生でした！

髙橋桜菜さん 沼倉浩毅さん

▲青森競輪イメージキャラクター
　葵　萌輪
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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 2019 年 1 月 1 日　広報あおもり

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

市民スクール　応募多数の場合は抽選／少数の場合中止／受講キャンセルは開始１週間前まで

開催場所 番号 講座名 開催日時 対象／人員 料金

中央市民センター

1 あかり教室～世界にひとつだけの手彫りひょうたんらんぷ～ ２/２～16の土曜日10：00～12：00 18歳以上15人 3,000円

２ エアロビクス＆ストレッチに挑戦してみよう！ ２/７～28の木曜日10：00～12：00 18歳以上30人 無料

３ 暮らしの税教室「マイホームを持ったときの税のお話」 ２/８（金）13：30～15：00 18歳以上50人 無料

４ 今年のバレンタインはアイシングクッキーを送っちゃおう ２/８（金）10：00～12：00 18歳以上10人 1,500円

５ 寒い冬をあったかうどんで！うどん屋の大将が教える讃岐うどん教室 ２/28（木）16：00～18：30 18歳以上10人 1,200円

東部市民センター ６ エアロビクス＆ストレッチ～体を引き締めキレイになろう～ ２/２～23の土曜日10：00～12：00 18歳以上30人 無料

大野市民センター ７ 社会人向け税金教室 ２/14（木）10：00～12：00 18歳以上20人 無料

戸山市民センター

８ 作ってみよう！節分のかざりまき寿司 ２/２（土）10：00～13：00 18歳以上15人（親子可） 1,000円

９ はじめてのヨガ　冬場の健康維持・体調改善に！ ２/２～23の土曜日13：00～15：00 18歳以上15人 無料

10 うたごえ喫茶　唱歌・昭和歌謡曲・童謡をうたって楽しもう♪ ２/５（火）10：00～12：00 18歳以上30人 無料

11 外国人から見た日本 ２/12（火）10：00～12：00 18歳以上30人 無料

市民センターの講座　申込みは各開催場所へ（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

講座名 開催日時 対象／人員 料金 申込方法

●東部市民センター　☎017－736－6255

ロコトレ体操！～下肢筋力をつけよう～ １/22（火）・29（火）10：00～12：00 18歳以上20人 無料 １/４（金）９：00～電話・来館

●横内市民センター　☎017－738－8723

こんな時税金が戻る？医療費を支払った時や災害にあったとき １/25（金）10：00～12：00 18歳以上30人 無料 １/７（月）９：00～電話・来館

●油川市民センター　☎017－788－1201

税務署が教える確定申告のお話 １/22（火）10：00～12：00 18歳以上30人 無料 １/５（土）９：00～電話・来館

●荒川市民センター　☎017－739－2343

麹で元気に！甘酒＆べったら漬け作り教室 １/30（水）10：00～12：00 18歳以上16人 500円 １/16（水）９：00～電話・来館

姿勢改善！木製器具「からだバーⓇ」を使ったエクササイズ ２/５～26の火曜日13：00～15：00 18歳以上20人 無料 １/22（火）９：00～電話・来館

ココアマーブルシフォンケーキ作り教室 ２/９（土）10：00～12：00 18歳以上16人 1,000円 １/25（金）９：00～電話・来館

●沖館市民センター　☎017－761－4161

認知症防止の基礎知識～いきいき脳健康教室～ １/29（火）10：00～12：00 18歳以上30人 無料 １/４（金）９：00～電話・来館

●北部地区農村環境改善センター　☎017－754－2244

救急救命講習会「ＡＥＤの使い方を知ろう」 １/30（水）13：00～16：00 18歳以上20人 無料 １/７（月）９：00～電話・来館

［申込方法］　１/15（火）必着で、必要事項を記入の上、下記の方法でお申
込ください。※１/22（火）から結果通知
●申込用紙（キッズスクールはなし／各市民センター・勤労青少年
　ホーム・浪岡中央公民館に備付け。市ホームページ掲載）
●往復はがき（１講座１枚）　●FAX（コンビニ等不可）
●Ｅメール（件名「○○スクール申込」）

［必要事項］　①住所　②氏名（ふりがな）　③年齢（学年）　④性別
⑤電話番号　⑥講座番号・講座名　⑦学校名（キッズスクールのみ）
［申込み先］　〒030－0813　松原一丁目６－15　中央市民センター
Ｆ017－775－7048　 center-koza@city.aomori.aomori.jp

［問合せ先］　中央市民センター（☎017－734－0164）

キッズスクール　開催場所：中央市民センター　対象：小学生

番号 講座名 開催日時 対象／人員 料金

１ キッズベーカリー「節分に食べるびっくりパンを作ろう」 ２/２（土）10：00～12：00 ３～６年生18人 500円

２ キッズ茶道教室「お茶の伝統作法を楽しく基本から！」 ２/２～23の土曜日10：00～12：00 １～６年生20人 400円

３ キッズパティシエ「『バレンタインのケーキポップ』手作りチョコを贈ろう！」 ２/９（土）10：00～12：00 ３～６年生15人 700円

４ キッズデザイナー「大切な人に…『メッセージボード作っちゃおう！』」 ２/10（日）10：00～12：00 ３～６年生15人 550円

５ キッズものづくり「『はじめてのアロマ』うっとり香るリップクリーム作ろう」 ２/16（土）10：00～12：00 ３～６年生15人 600円

６ キッズパティシエ「うまく巻けるかな？『ロールケーキ作りに挑戦！』」 ２/16（土）14：00～16：00 ３～６年生18人 600円

一緒に

ものづくりを

楽しみましょう！

ひょうたんらんぷ講師　工藤勇人さん
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