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男性のお菓子作り入門講座
「アメリカンチョコチップクッキーと
　自家製ベーコンで作る簡単チーズパイ」

時２月16日（土）10：00～13：00

所働く女性の家「アコール」

内講師…林摩希子さん

対人高校生以上の男性15人

料1,000円

備エプロン、ふきん、三角巾、筆記

用具、持ち帰り用袋持参

申問１月15日（火）９：00からアコー

ル（☎017－723－1700、 acor-

kouza@kadar-acor.jp）へ

市民向け新春不動産セミナー

時１月25日（金）15：00～17：00

所ホテルクラウンパレス青森２階

光峰の間

内民法改正に伴う相続の取組につい

て／講師…曽根恵子さん（（株）夢

相続代表取締役）

申問１月24日（木）12：00までに、青

森県宅地建物取引業協会青森支部

（☎017ー734ー2355）へ

白神自然学校観光セミナー
「観光から見た国際的な視点

からの青森の魅力」

時２月９日（土）15：00～16：30

所アピオあおもりイベントホール

内講師…田端浩さん（観光庁長官）

申問２月７日（木）までに、白神自

然学校（石澤、☎017ー723ー

2567）へ

野菜の初心者講習会

農業振興センター職員が、野菜の栽

培方法を講義します。

時１月24日（木）10：00～15：30

所荒川市民センター２階会議室

問農業振興センター

　（☎017－754－3596）

森林博物館
植物標本ワークショップ

時①１月26日（土）　②２月９日（土）

　13：00～14：00　※①②同内容

内標本を使い、植物の分類を体験

料観覧料…一般240円、高校・大学生

120円、中学生以下・70歳以上無料

申問森林博物館（☎017ー766ー

7800）へ

異文化理解講座

「今まで知らなかった国
アイルランド」

時２月２日（土）10：00～12：00

所駅前スクエア（駅前庁舎１階）

内アイルランドの生活や留学・ワー

キングホリデーについて

　講師…イファ・カドーガン

　（青森市国際交流員）

対市内在住の高校生以上の学生

申問１月28日（月）までに、交流推

進課（☎017－734－5235、

kouryuu-suishin@city.aomori.

aomori.jp）へ

陸上自衛隊第９師団
第41回定期演奏会

時３月８日（金）19：00開演

　　　９日（土）13：00開演

所リンクステーションホール青森

申問２月15日（金）必着で、往復はが

き（１枚２人まで）に、住所・氏

名・年齢・電話番号、同行者氏

名・いずれか希望の日時を記入

し、〒038－0022　浪館字近野45  

第９師団司令部広報室「第９師団

定期演奏会係」（☎017－781－

0161）へ

※応募者多数の場合は抽選

浅虫温泉森林公園
スノーシュートレッキング

みんなで楽しく歩きましょう。豚汁

振る舞いと入浴券付き！

時①２月３日（日）　②２月17日（日）

　９：00～12：30

料 1,000円※レンタル料別途（ス

ノーシューとウェア等1,000円、

スノーシューのみ500円）

申問①は１月29日（火）、②は２月

12日（火）までに、はがき・FAX

に、住所・氏名・年齢・電話番

号・レンタルの有無・参加日を

記入し、〒039－3501　浅虫字蛍

谷70　浅虫温泉観光協会（☎017

－752－3250、Ｆ 017－752－

3111）へ

講 座

募 集

イベント

エンターテイメントで青森を結びたい「BLUE冬大祭」

新体操の技術を学び、青森から世界へ挑戦し続ける青森市観光大

使「BLUE TOKYO」が、日々の感謝を込めて冬フェスを開催。

時２月11日（月）12：00～14：00（開場11：30）

所リンクモア平安閣市民ホール

内第１部…ALL青森エンターテイメントステージ（出演…Team 

BLUE、葛西頼之、今千里、木村寛大、坂本サトル、かすみ、青森山田中学高等学

校吹奏楽部など）／第２部…BLUE TOKYO主演「ぶるーnebuta」

料ＢＴ席…8,000円（前列確約、パンフレット付き、終演後ステージ

で出演者と面会）、Ａ席…4,000円、Ｂ席…3,000円※チケットは

会場、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラスで販売

問BLUE ties Impression（☎070－5367－9133）
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チャレンジ！ パソコン講座
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

パソコンを初めて操作するかた向けの講座（基礎）

A55 パソコンはじめの一歩 マウス・キーボード操作、文字入力などを中心に学習
２/12（火）・13（水）
（全２回）10：00～12：00

Excel操作が初めてのかた向けの講座

A56
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

２/８（金）
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）

A57 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

２/12（火）・13（水）
（全２回）13：30～15：30

A58
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

２/14（木）・15（金）
（全２回）10：00～12：00

A59 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
２/16（土）
10：00～12：00

A60 住所録活用を楽しもう
WordやExcelの住所録を活用して宛名ラベル・はがき宛名等を作成する方法
を学習

２/21（木）・22（金）
（全２回）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

B10
Excel関数＆
グラフ活用術

Excelで簡単な関数などを使って表やグラフを作成し、データ管理なども学習
２/２（土）・９（土）
（全２回）10：00～12：00

B11
ネットショッピングを
楽しもう

ホームページの検索→ショッピングサイトで商品検索→比較し、安心して
購入するためのいろんな情報の活用方法を学習

２/２（土）・９（土）
（全２回）13：30～15：30

B12
簡単な写真編集を
覚えよう

撮影した写真をパソコンに保存して整理し、Wordやフリーソフトの活用＆
編集方法を学習※デジカメ持参（貸出あり／希望者は申込時に明記）

２/23（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※A59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（１/22（火）必着）※抽選結果は１/29（火）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

●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 ２/３（日）10：00～12：00 小学４年生以上の未経験者10人 500円 ２/２（土）まで
カーリングＮＥＸＴ ２/10（日）10：00～12：00 小学４年生以上の経験者10人 500円 ２/９（土）まで

●カクヒログループスタジアム（市民体育館）　☎017－743－3361

バスケットボール指導者講習会 ２/11（月）10：00～12：00 18歳以上20人
※指導者として活動していないかたも可 無料 １/15（火）～

青森競輪日程（１月後半） 問青森競輪場（☎017−787−2020）

大宮記念（ＧⅢ）場外 17日（木）～20日（日）

岐阜（ＦⅠ）場外 21日（月）～23日（水）

防府（ＦⅠ）場外 21日（月）～23日（水）

松阪記念（ＧⅢ）場外 24日（木）～27日（日）

岸和田（ＦⅠ）場外 28日（月）～30日（水）

前橋ナイター（ＦⅠ）場外 28日（月）～30日（水）

高松記念（ＧⅢ）場外 31日（木）～２月３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。

▶青森競輪場イメージキャラクター　葵 萌輪

 雪で遊ぼう！中世の館「浪岡城落城440年記念やぶこぎ大会」

雪上で思いっきり体を動かして寒さを吹き飛ばそう！

中世鍋振る舞いもあるよ♪　ぜひご参加ください！

時２月10日（日）10：00～13：00

所中世の館幟
のぼり

の広場、浪岡城跡

内やぶこぎ競争、雪上転落綱引き合戦、凧
たこ

揚げ合戦、

　雪上宝探し、雪上かるた大会、くじ引き合戦

※雨天時は、かるた大会、ジャンケン大会を中世の館ホールで実施

料高校生以上500円、中学生以下300円

備雪上で遊ぶのに適した服装でお越しください

申当日、９：30までに中世の館「幟の広場」（中世の館駐車場）へ

問中世の館（☎0172－62－1020） 中世の館　出町館長

みんなで
元気に
遊ぼう！
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