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青森大学オープンカレッジ「市民大学講座」

多彩な講師を迎え、毎日を豊かに過ごすための講座を開講。

時４月12日～11月29日の金曜日10：00～11：30（全20回）

所カダール（アウガ５階）、青森大学キャンパスほか

内教養講座18回、野外学習２回（盛岡市、五所川原市）

人料100人／20,000円（野外学習バス代実費別途）

備青森駅から青森大学会場への無料送迎バスあり

申問３月30日（土）までに、青森大学オープンカレッジ

　（☎017－738－2001）へ

【授業内容の一部】

◆女のティータイム
　　講師…見城美枝子さん（青森大学副学長）

◆編集をとおして～私が出会った素敵な人たち
　　講師…杉山睦子さん（企画集団ぷりずむ取締役社長）

◆盛岡～啄木・賢治のふるさとを訪ねて
　　講師…現地ガイド※野外学習

◆愛しの昭和　あおもり
　　講師…中園裕さん（青森県史編纂

さん

グループ主幹）

はまなす会館の教室　申３月４日（月）13：00から、電話ではまなす会館（☎017－738－4821）へ（申込順）

教室名・コース 開催日時 人員 料金

ベリーダンス教室 ４/１～６/24の月曜日19：30～21：00（全11回） 10人 １回800円

３Ｂ体操教室 ４/５～６/28の金曜日10：00～12：00（全12回） 15人 月額2,000円

実用書道・ペン習字（いずれか選択） ４/３～６/26の水曜日10：00～12：00（全12回） 12人 書道9,000円　ペン10,000円

洋裁教室
①午前コース ４/３～６/26の水曜日10：00～12：30（全12回） 10人 月額3,000円（教材費別）

②午後コース ４/３～６/26の水曜日13：30～16：00（全12回） 10人 月額3,000円（教材費別）

ヨガ教室

①火曜コース ４/２～６/25の火曜日18：30～20：00（全12回） 女性10人 9,000円

②水曜コース ４/３～６/26の水曜日10：00～11：30（全12回） 女性10人 9,000円

③木曜コース ４/４～６/27の木曜日10：00～11：30（全12回） 女性10人 9,000円

フラワー
アレンジメント

①火曜コース ４/２～６/25の火曜日11：00～13：00（全12回） 10人 １回3,300円

②木曜コース ４/４～６/27の木曜日18：00～20：00（全12回） 10人 １回3,300円

モダン生け花
①隔週火曜コース ４/９～６/25の隔週火曜日11：00～12：30（全６回） 10人 １回2,700円

②隔週木曜コース ４/４～６/27の隔週木曜日18：30～19：30（全６回） 10人 １回2,700円

川口松子の「月２回の花あそび」
（フラワーアレンジメント・プリザーブドフラワーから選択）

４/６・20、５/11・25、６/８・22の土曜日（全６回）
10：00～12：00 10人

フラワーアレンジ3,100円

プリザーブドフラワー3,200円

社
交
ダ
ン
ス

はじめてのキューバンルンバ ４/６～７/27の土曜日10：30～11：30（全14回） 20人 9,800円

初級ラテン ４/９～７/23の火曜日10：30～12：00（全15回） 30人 12,000円

初級スタンダード ４/11～７/25の木曜日10：30～12：00（全15回） 30人 12,000円

初級 ４/２～７/23の火曜日18：30～20：00（全15回） 30人 12,000円

中級 ４/４～７/25の木曜日18：30～20：00（全15回） 30人 12,000円

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

●市民室内プール　☎017－743－3440（受付９：00～20：00）

水中運動教室（月） ４/１～６/３の月曜日（全６回）11：00～12：00 18歳以上20人 2,400円

３/１（金）～
７（木）

※最終日17：00まで

抽選結果は
３/８（金）
ロビーに掲示

参加者入金
３/８（金）～

14（木）
※最終日17：00まで

水中運動教室（水） ４/３～６/12の水曜日（全10回）10：00～11：00 18歳以上20人 4,000円

水中運動教室（金） ４/５～５/31の金曜日（全８回）10：00～11：00 18歳以上20人 3,200円

幼児水泳教室Ⅰ（水） ４/３～７/17の水曜日（全15回）15：30～16：30 ３～６歳（4/3時点）の未就学児30人 5,250円

幼児水泳教室Ⅱ（水） ４/３～３/18の水曜日（全40回）16：30～17：30 ４～６歳（4/3時点）の未就学児20人 14,000円

一般水泳教室（火） ４/２～６/11の火曜日（全10回）10：00～12：00 18歳以上40人 4,800円

一般水泳教室（水） ４/３～６/12の水曜日（全10回）10：00～12：00 18歳以上10人 4,800円

一般水泳教室（土） ４/６～７/20の土曜日（全15回）18：30～20：30 15歳以上40人 7,200円

中高年水泳教室（火） ４/２～６/11の火曜日（全10回）13：00～15：00 50歳以上40人 4,800円

アクアフィットネス（木） ４/４～６/13の木曜日（全10回）10：00～12：00 18歳以上60人 5,500円

小学生水泳教室（木） ４/４～７/18の木曜日（全15回）15：30～17：30 小学生40人 7,200円

小学生水泳教室Ⅰ（土） ４/６～３/21の土曜日（全40回）13：00～15：00 小学生50人 19,200円

小学生水泳教室Ⅱ（土） ４/６～７/20の土曜日（全15回）15：30～17：30 小学生60人 7,200円

幼児・小学生水泳教室（火・金） ４/９～７/９の火・金曜日（全25回）16：30～17：30 ４歳～小学３年生（4/9時点）35人 8,750円

身体障がい者教室（土）
（運動・水泳）

４/６～７/20の土曜日（全15回）10：00～11：00 中学生以上の身体障がいのあるかたで
自立歩行の可能なかた（付添い可）10人 5,250円

知的障がい児者水泳教室（土）４/６～７/20の土曜日（全15回）11：00～12：00 小学生以上の知的障がいのあるかたと
20歳以上の付添い10組 5,250円

●カクヒログループスタジアム（市民体育館）　☎017－743－3361

障がい者レクリエーション ３/21（木）10：00～12：00 障がいのあるかた20人 無料 ３/１（金）～申込順
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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 3 月 1 日　広報あおもり

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

大野市民センター １ 和菓子を作ってみよう！（うぐいす餅・ひむろ錦玉）４/10（水）10：00～12：00 18歳以上10人 500円

西部市民センター ２ かけっこ教室　2019 ４/20（土）・27（土）10：00～12：00 小学１～３年生20人 無料

［申込方法］　３/15（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。※３/22（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（学年）　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）

市民センターの講座　申込みは各開催場所へ（申込順※一部抽選）／少数の場合中止／受講キャンセルは開始１週間前まで

講座名 開催日時 対象／人員 料金 申込方法

●横内市民センター　☎017－738－8723

お菓子作り教室～お手軽スコーン～ ３/23（土）10：00～13：00 18歳以上12人 2,000円 ３/１（金）９：00～電話・来館

スポーツ鬼ごっこ～小学生集まれ～ ３/28（木）17：00～19：00 小学生20人（保護者同伴） 無料 ３/１（金）９：00～電話・来館

●古川市民センター　☎017－776－8082

プールで楽しく健康づくり・月曜日 ４/１～５/27の月曜日10：00～12：00 18歳以上40人（※抽選）1,960円
３/２（土）～９（土）来館
※３/10（日）10：00から公開抽選
　３/18（月）17：00まで当落確認

プールで楽しく健康づくり・水曜日 ４/３～５/22の水曜日10：00～12：00 18歳以上40人（※抽選）1,960円

一般水泳教室 ４/４～５/23の木曜日10：00～12：00 18歳以上50人（※抽選）3,010円

集中水泳教室（25m以上泳げるかたに限る） ４/12～５/31の金曜日13：30～14：30 18歳以上10人（※抽選）3,710円

●荒川市民センター　☎017－739－2343

脳も体もイキイキ！～シナプソロジー®＆エアロビクス教室～ ４/４～25の木曜日10：00～12：00 18歳以上30人 無料 ３/22（金）９：00～電話・来館

●西部市民センター　☎017－788－2491

初心者でも簡単＆本格的♪「切り絵教室」 ４/10（水）・17（水）10：00～12：00 18歳以上10人 500円 ３/９（土）10：00～料金持参

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

◆３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
春分の日って何？
（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「ほしひめさま☆

だいだっそうけいかく！」
（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３月15日（金）10：00～11：39

内痛快西部劇…「駅馬車」

◆こどもの映写会　※①②同内容

時３月10日（日）①10：00～11：00　②14：30～15：30

内「伊豆の踊り子」「野菊の墓」

青森競輪日程（３月前半）
問青森競輪場
　（☎017−787−2020）

★３月11日（月）～13日（水）は安方前売りＳＣでのみ発売

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

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

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）

歯科…20歳以上30歳未満

薬剤科…20歳以上28歳未満

受付期間 ３月１日（金）～５月１日（水）

試 験 日 ５月11日（土）・12日（日）

あおもりコンピュータ・カレッジは市内唯一の公的な情報処

理技能者養成施設です。地元就職や資格取得に強い本校で、

ＩＣＴ（情報通信技術）を学んでみませんか。

申問あおもりコンピュータ・カレッジ

　（☎017－739－1311）

★入学生募集
　３月25日（月）まで受付
　試験日３月26日（火）
　試験内容　学科・適性検査、面接
　※職歴１年以上のかたは学科試験に変わ

り「小論文」でも受験可能

あおもりコンピュータ・カレッジ　オープンキャンパス開催あおもりコンピュータ・カレッジ　オープンキャンパス開催
時３月16日（土）10：00～　［内容］体験実習「パソコンで作曲」、奨学金の事前相談など

▶詳細は
ホームページへ

別府（ＦⅠ）場外 ４日（月）～６日（水）
大宮（ＦⅠ）場外 ４日（月）～６日（水）
松山記念（ＧⅢ）場外 ７日（木）～10日（日）
いわき平ナイター（ＦⅠ）場外 ８日（金）～10日（日）
前橋（ＦⅠ）場外★ 11日（月）～13日（水）
名古屋（ＦⅠ）場外★ 11日（月）～13日（水）
防府 国際トラック支援（ＧⅢ）場外 15日（金）～17日（日）

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

コンカレライフを

楽しもう♪
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