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サークル体験講座

花と光を楽しむハーバリウム

時３月３日（日）①10：00②13：00

　（約２時間）※①②同内容

内講師…小林聖子さん

人料各10人（抽選）／2,500円（２本分）

所申問２月９日（土）までに、働く女

性の家「アコール」（☎017－723

－1700）へ

冬の芸術講座2019

ワークショップ「人が人を見る」

時２月９日（土）・10日（日）

　10：00～16：00

内見たり聞いたりする行動を通し

てパフォーマンスを作る／講師…

関川航平さん

対人高校生以上15人

備２日連続講座（１日のみ参加可）

所申問２月５日（火）までに、国際

芸術センター青森（☎017－764－

5200）へ

味自慢・腕自慢講座

時２月23日（土）10：00～13：00

所豆まめ工房（浪岡本郷字岸田）

内味噌仕込み、豆腐・味噌料理実習

人料20人／1,000円

申問実行委員会（奈良岡、☎090－

4047－8844 13：00～18：00受付）へ

１day就勝クラブ

時２月７日（木）10：30～15：00

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、大学生

申問ジョブカフェあおもり（☎017

－731－1311）へ

裁判員制度10周年記念 家族で考えよう！

裁判員制度キャッチフレーズ募集

国民が刑事裁判に参加する「裁判員

制度」が始まって10年。この機会に

家族で一緒に考えよう！

対県内在住の小学生

申問２月28日（木）までに、応募用

紙を青森地方裁判所事務局総務課

（☎017－722－5421）へ　※詳

細・応募用紙は青森地方裁判所

ホームページ（ HP http://www.

courts.go.jp/aomori/）に掲載

八甲田“雪の回廊”と温泉ウォーク

冬季閉鎖の八甲田・十和田ゴールド

ラインが一般開通する前の雪の回廊

をみんなで歩いて温泉で温まろう！

時３月30日（土）・31日（日）

料中学生以上5,000円、小学生3,500

円、未就学児無料

申３月20日（水）までに、専用申込用

紙または青森観光コンベンション

協会ホームページ内「八甲田ウォー

ク」専用フォームから申込み

問青森観光コンベンション協会

　（☎017－723－7211）

あおもりスタートアップ支援セミナー
あお★スタ

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。

時２月26日（火）15：00～16：30

所AOMORI STARTUP CENTER

　（青森商工会議所１階）

内テーマ「お金を前へ。人生をもっ

と前へ。」講師…古府克章さん

（（株）マネーフォワード事業推進

部北海道支社リーダー）

申問２月19日（火）までに、青森商工

会議所（☎017－734－1311）へ

異文化理解講座

キムチ？ビビンバ？
もっと面白い韓国の食文化

韓国の流行の食べ物などを、青森市

国際交流員キム・ジヒがご紹介！

時２月16日（土）10：00～12：00

所青函連絡船メモリアルシップ

　八甲田丸会議室

対人市内在住のかた20人

備筆記用具持参

申問２月12日（火）までに、交流推進課

（☎017－734－5235、 kouryuu-sui　

shin@city.aomori.aomori.jp）へ

あおもり歴史トリビアを読む会

青浦商会と北山一郎

―大正期の対ロシア貿易

時２月20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２月１日（金）から歴史資料室

（☎017－732－5271 月～金曜※祝

日除く９：00～17：00受付）へ

森林博物館　コーヒー教室
～明治建築と珈琲物語～

時２月24日（日）13：00～15：00

内ペーパードリップの基礎を学ぶ

　講師…今井徹さん（アドバンス

ド・コーヒーマイスター）

対人18歳以上のかた15人（抽選）

料1,000円（館内観覧は料金別途）

申問２月14日（木）必着で、往復はが

き（１枚２人まで）に住所・氏名・

年齢・電話番号を記入し、〒038

－0012　柳川二丁目４－３　森林

博物館（☎017－766－7800）へ

募 集

「コンカレ」は、市内唯一の公的な情報処理技術者養成施設です。

仲間と一緒に学び、ＩＴのスペシャリストを目指そう！

〔２月の進学相談受付日〕２日（土）・10日（日）・16日（土）・24日（日）

申問あおもりコンピュータ・カレッジ（☎017－739－1311）

講 座

☆２月25日（月）まで受付／試験日２月26日（火）

あおもりコンピュータ・カレッジ
平成31年度 入学生一般二次募集
あおもりコンピュータ・カレッジ
平成31年度 入学生一般二次募集

ツイッターや
フェイスブックからも
「コンカレ」の
情報発信中！▲詳細は

　ホームページへ

たくさんの応募
待ってるよ！

裁判所ナビゲーター
さいたん
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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
戸山市民センター １ リズムに合わせ 体と頭を体操でリフレッシュ！ ３/８（金）・15（金）10：00～12：00 20人 無料

西部市民センター
２ 親子で歌って音あそび♪～春～【第一部】 ３/７（木）・14（木）10：00～10：50 1～4歳の子どもと保護者10組 無料
３ 親子で歌って音あそび♪～春～【第二部】 ３/７（木）・14（木）11：10～12：00 1～4歳の子どもと保護者10組 無料

［申込方法］　２/15（金）必着で、必要事項を記入の上、以下の方法でお申込ください。※２/22（金）から結果通知
●申込用紙（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「市民スクール申込」）

［必要事項］　①住所　②氏名（ふりがな）　③年齢　④性別　⑤電話番号　⑥講座番号・講座名
［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）

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
小川先生の料理教室～ヘルシー料理でお腹も満足～ ２/27（水）10：00～13：00 18歳以上15人 1,000円 ２/１（金）９：00～料金持参で来館
ひな祭り！～和風ロールケーキを作ってみよう～ ３/２（土）10：00～13：00 18歳以上（親子可）15人 1,200円 ２/１（金）９：00～料金持参で来館
●横内市民センター　☎017－738－8723
お家に春を呼び込もう～プロが教えるお掃除のコツ～ ２/23（土）10：00～12：00 18歳以上30人 無料 ２/１（金）９：00～電話・来館
お菓子作り教室（フルーツでロールケーキ） ２/24（日）10：00～13：00 18歳以上12人 2,000円 ２/２（土）９：00～電話・来館
●古川市民センター　☎017－776－8082
ヨガ講座～心と体の調和をめざして～ ３/１～29の金曜日18：30～20：00 18歳以上30人 無料 ２/12（火）10：00～電話・来館
●沖館市民センター　☎017－761－4161
手軽でおしゃれなパーティー料理 ３/２（土）・16（土）10：00～13：00 18歳以上20人 2,800円 ２/１（金）９：00～電話・来館

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

◆２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
星の花畑
（約50分）

土曜日 ①11：00 ②13：30

日曜日・祝日　13：30
（17日除く）

プラネくんと星空さんぽ
絵話「なかよしふたごの兄弟」
（幼児向け・約40分）

日曜日・祝日　11：00
（17日除く）

◆おとなの映写会
時２月22日（金）10：00～11：51
内ミュージカルコメディより…「栄光何するものぞ」

◆こどもの映写会　※①②同内容
時２月24日（日）①10：00～10：45　②14：30～15：15
内★映画上映「ムーミン谷の春」
　★お楽しみタイム…バルーンアート

親子で歌って音遊び講師
小山由紀子さん、
小笠原ひかるさん 

《広告》

自衛官募集
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、2020年４月１日現在の年齢

青森競輪日程（２月前半）
問青森競輪場（☎017−787−2020）

大宮（ＦⅠ）場外 ５日（火）～７日（木）
伊東温泉ナイター（ＦⅠ）場外 ６日（水）～８日（金）
別府　全日本選抜（ＧⅠ）場外 ８日（金）～11日（月）
熊本（ＦⅠ）場外 12日（火）～14日（木）
千葉（ＦⅠ）場外 13日（水）～15日（金）
いわき平（ＦⅠ）場外 15日（金）～17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 募集種目 幹部候補生（一般） 幹部候補生（歯科・薬剤科）

応募資格
（※）

22歳以上26歳未満
ただし、大学院修士課
程修了者（見込み含
む）は28歳未満

免許取得者（見込み含む）
で、歯科は20歳以上30歳未
満、薬剤科は20歳以上28歳
未満

受付期間 ３月上旬～５月上旬

試 験 日 ５月中旬

一足早く
春を楽し
もう♥
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