
学習機会（講座・イベント）情報 地区東青 2023年5月22日 現在※中止・延期など、開催予定が変更となる場合もありますので、参加に際しては

事前に主催者へご確認ください。

講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

色を楽しむ！糸掛け曼荼羅アートで壁掛け作り

講師：青森県総合社会教育センター　渡部　靖之

2023/5/23(火)

13：00～15：00

青森市

戸山市民センター2階　大会議室

準備物：ラジオペンチ(あれば)、糸切りハサミ、金槌、作品

持ち帰り用袋

申込方法：4月8日(土)10：00～開催場所へ電話または直接来

館(先着順)

18歳以上／１０人

1000円

青森市教育委員会事務局

中央市民センター

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/chuo-center/kodomo-kyouiku/shimin-center/kouminkan/03.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/23(火)～

スポーツ・健康

楽しく歩いて気持ちも身体も健康に！

健活ウォーキング

in青森県総合運動公園

2023/5/23(火)

受付開始9：15

開始9：30→終了11：00頃

青森市

青森県総合運動公園

青森県青森市安田近野234-7

集合場所：公園内、第一駐車場（プール

横）
・ノルディック・ウォーキング、通常ウォーキングどちらで

も参加可能

・身体に負担のない歩き方、運動効果を高める歩き方を実践

レンタル：ノルディックポール無料レンタルあり

持参物：汗拭きタオル、飲み物

服装：運動靴・動きやすい服装・帽子・手袋

他：小雨決行、大雨警報中止

初めての方も大歓迎

参加費500円（保険料）

FUN WALK青森

メール:walk1212.yoyaku@gmail.com 

電話：090-3524-7767

fax:017-752-6704

https://funwalk.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/23(火)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

生活・福祉

トータルコミュニケーション教室【情報保障付き】

～難聴者・中途失聴者のための手話＆読話教室～

2023/4/25(火)

４／２５（火）、５／９（火）、５／２３

（火）

１８：３０～２０：３０

青森市

カダール小会議室（アウガ５階）＋オンラ

イン

日頃から話が聞きとりにくいと思っている難聴の方、中途か

ら聞こえなくなって困っている方、そのお知り合いの方な

ど･･･お互い会話するときに不便を感じませんか。

楽しく会話ができるよう、コミュニケーション方法やその工

夫等を一緒に学んでみましょう。

聞こえにくくても講師のお話がよくわかるように要約筆記(文

字)による情報保障が付いていますので安心です。

難聴者・中途失聴者の「トータルコミュニケーション（手

話・読話）」に関心がある聴覚障害者及び一般社会人の方ど

なたでも

無料

青森県難聴者・中途失聴者協会

TEL　090-8782-4681

FAX　017-739-0690

mail　aonancho@hb.tp1.jp

https://www.normanet.ne.jp/~aonancho/

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/23(火)～

趣味・芸術

シニアのスマホ教室～基礎と応用～

講師：ソフトバンク青森中央店

2023/5/24(水)

10：00～12：00

青森市

東部市民センター1階小会議室

準備物：筆記用具、お持ちのスマートフォン

申込方法：4月27日(木)9：00～開催場所へ来館か電話(先着

順)

60歳以上／10人(先着順)

無料

青森市教育委員会事務局

中央市民センター

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/chuo-center/kodomo-kyouiku/shimin-center/kouza.html - centerkoza

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/24(水)～

学術・教養

暮らしと地域「北前船が運んだ越前笏谷石」

全国北前船研究会会員　三浦　順一郎

2023/5/24(水)

13:00～14:20

青森市

青森中央学院大学

学術交流会館

わが郷土・青森の実相について、政治・経済、歴史、文化な

ど様々な側面から、そして魅力的な講師により学んでみませ

んか。

定員：100名

受講料無料

青森中央学院大学地域社会活動委員会

tel:017-728-0121

fax:017-738-8333

mail:koukaikouza@aomoricgu.ac.jp

https://www.aomoricgu.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/24(水)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

初めての３B体操

東部3B体操サークル講師　佐藤　真貴子

2023/5/11(木)

10：00～11：30

青森市

東部市民センター1階　体育館

準備物：運動しやすい服装、運動靴、汗拭きタオル、飲み物

(水分補給)、バスタオル(ヨガマット可)

申込方法：4月20日(木)9：00～開催場所へ来館か電話(先着

順)

年齢不問／15人

無料

青森市教育委員会事務局

中央市民センター

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/chuo-center/kodomo-kyouiku/shimin-center/kouza.html - centerkoza

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/25(木)～

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/5/26(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/26(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

卓球教室

講師：NST　三上 泰世

2023/5/26(金)

18：30～20：30

青森市

戸山市民センター1階　体育館

準備物：運動しやすい服装、ラケット、シューズ、汗拭きタ

オル、水分補給用の飲み物

申込方法：4月7日(金)10：00～開催場所へ電話または直接来

館(先着順)

中学生以上／15名

無料

青森市教育委員会事務局

中央市民センター

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/chuo-center/kodomo-kyouiku/shimin-center/kouminkan/03.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/26(金)～

趣味・芸術

中央市民センター　おとなの映写会

「白い恐怖」　111分　1945年（字幕版)

2023/5/26(金)

開演時間10：00

（開場は30分前）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

アメリカのサイコスリラー映画。精神科医院の病院長に就任

したエドワーズ博士は別人であることが発覚。記憶を辿って

いくうちに過去にあった殺人事件

の犯人と疑いをかけられる。

50人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL：017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/26(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

体験！「奇跡の鎌田式ウォーキング」

-速歩き・遅歩き・幅広歩行・ピッチ歩行-

-「奇跡の鎌田式ウォーキング」(著者：鎌田 寛)を参考に実施－

2023/5/26(金)

時間：10：30～11：30

場所：青森県総合社会教育センター「屋外

ウォーキングコース」

（青森県立図書館奥にある屋外コース）

青森市

青森県総合社会教育センター「屋外ウォー

キングコース」

※都合の良い日にいつでも何回でも参加できます。

※ただし、雨天時は実施しません。

※スポーツ保険には加入しておりませんので、健康&交通安全

に気を付けてご参加して下さい。

持ち物：運動できる服装&ズック、飲み物、汗拭きタオル

主催&一緒に歩く人：渋谷　清光（青森市筒井・電話090-

4633-7465）（全日本ノルディック・ウォーク連盟　公認指

導員・青森市健康づくりリーダー）

募集人数：10名程度

事前申告は不要です。直接会場にお越しください。

参加費無料

渋谷　清光

Tel：090-4633-7465内容

定員

料金

申込期日

2023/5/26(金)～

趣味・芸術

高橋卓雄　ギター一本弾き語り 2023/5/27(土)

時間：午後2時～

会場：青森市中世の館

青森市

青森市中世の館

アフタヌーン・コンサート休憩時の飲み物の提供は、当面の

間中止いたします。※新型コロナウィルス等の影響により、

イベントを中止する場合もありますのでご理解くださいます

ようにお願いいたします。

入場料：300円（高校生以下無料）

青森市中世の館指定管理者

青森市浪岡大字浪岡字岡田43

TEL:0172-62-1020内容

定員

料金

申込期日

2023/5/27(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

ふたご・みつごのひろば　つぃんくる 2023/5/27(土)

10:30～12:00

青森市

アピオあおもり　保健指導室

ふたごちゃん、みつごちゃんの子育ては、喜びも大きい反

面、同じ年齢の子を同時期の育てなければならない大変さ、

戸惑い、悩みも少なくないのではないでしょうか。お子さん

を遊ばせながら、多胎児を持つ親同士、思いを共有したり情

報交換してみませんか？

申込：メール・電話・アピオあおもり受付

定員：18名

参加費無料

アピオあおもり　保健指導室

TEL:017－732-1011

Fax：017-732-1073

mail:kodomo-ouen@apio.pref.aomori.jp

http://www.apio.pref.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/27(土)～

趣味・芸術

子どもの映写会

ムーミン

「新ムーミン」ーおじさんは手品師ー

2023/5/28(日)

開演時間：10時

（開場は20分前から）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

対象年齢：幼児から小学校低学年まで

定員：25人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

https://www.city.aomori.aomori.jp/kod

omo-kyouiku/shimin-center/index.html

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/28(日)～

趣味・芸術

ドラえもんの日本史ポケット講座　「鎌倉殿の13人」(史実とド

ラマ)「弐目の世界」

2023/5/28(日)

10:00～12:00

青森市

青森県総合社会教育センター   2階　第6研

修室

ドラえもんのポケットのように、恐竜の化石や江戸時代の本

物の和本、火縄銃、生糸など歴史的な「実物」を実際に手に

取りながら、自分で想像し楽しく古代から太平洋戦争までの

日本史を学ぶことができます。

一生に一度の感動を体験してみませんか？

30名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/28(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

コンテナガーデン講座 2023/5/28(日)

持ち物；エプロン、具無手袋、シャベル、持ち

帰り用袋

青森市

場所：青森県総合社会教育センター3階　

第一工作室

季節の植物・花の特徴を学び、寄せ植えをして育ててみま

しょう。完成したコンテナガーデンは持ち帰り、ご自宅での

成長も楽しめます。

15名

材料費1300円

【植物苗3～5ポット】

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/28(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

自力整体 2023/5/29(月)

13:30～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

自力整体とは・・・

東洋医学をベースにしている経絡治療法です。ツボを押さえ

たり経絡を刺激します。正しい呼吸ができるようになり自律

神経が安定しますので、血液やリンパの流れがよくなり、体

が軽くなります。また認知症の予防にも効果があります。身

体の回復と修復を担う副交感神経が強化され、自然治癒力、

免疫力が高まります。

自分の身体と対話する　楽しむ　続ける

こころも　からだも　温かくなる

・・・運動は苦手・・・体が硬い・・・腰や膝が痛い・・・

高齢だから無理かな・・・とあきらめていませんか。大丈夫

です！呼吸法から始めて、いま出来る動きを無理せず続けて

いけば体は変わっていきます。痛い部分は無理に動かさず、

頑張らず、その日の体調に合わせて、心と身体はリラックス

して、自分が気持ちよく感じるように動きます。身体と対話

をしながら少しずつ変わっていく過程を一緒に楽しみましょ

う。

持ち物：ヨガマット（貸出あり）　飲料水（ノンカフェイ

ン）

申込方法：直接寺嶋にお電話ください。

各回12人～１３人

月会費として2000円

寺嶋　暢子

Tel：017-753-0098

https://www.jirikiseitai.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/29(月)～

趣味・芸術

アロマヨガ＆フットケア講座 2023/5/31(水)

10:00～11:00

青森市

青森県総合社会教育センター   3階　和室

「リンパストレッチ・リンパマッサージ・ツボ押し・アロ

マ」４つの相乗効果で巡りの良い健康美を目指しましょう。

初めての方でも気軽に楽しんでいただける内容です。

一般女性　10名

材料費:600円

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/5/31(水)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

青森中央学院大学　まちなかキャンパス　公開講座2023

第二回「骨と筋の優しい生理学～健康な足腰への基礎知識～」

2023/6/3(土)

10:00～11:30

青森市

青森商工会議所1階 AOMORI STARTUP 

CENTER

講師/青森中央学院大学

看護学部准教授（基礎看護学）藤澤珠織

会場/青森商工会議所1階AOMORI STARTUP CENTER

お申込み方法：メール・お電話のお申込み先まで、お名前/電

話番号/参加希望講座をお知らせください。

対象：一般

定員：30名

無料

青森中央学院大学公開講座担当

TEL：017-728-0131

https://www.aomoricgu.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/3(土)～

外国語・国際理解

あおもりEカフェ 2023/6/3(土)

14:00～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター

２階　第三研修室

外国の人から話しかけられたけれど、何て答えたらよいのか

分からない。何を聞かれたのか分かるけれど、うまく説明で

きない。・・・・「あおもりEカフェ」は英語で話してみたい

という人を対象とした実用英会話教室です。一回一時間の短

い講習なので、楽しく、無理なく学習できます。各回１テー

マで実施しますので、どの回からでも参加しても構いませ

ん。英会話のレッスンを通じて、学びの仲間を広げてみま

しょう。

講師：江口真理、鎌田以都子

持ち物：筆記用具

12名（高校生以上）

500円（飲料代を含む）

テキスト代：1760円（税込み、初めて受講の際にお支払いく

ださい。）

県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/3(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

リフレッシュ健康体操 2023/6/3(土)

10:00～11：00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

疲れやすいなど健康状態が気になる。年齢とともにアチコチ

が痛い。日頃の運動不足を解消したい。…「リフレッシュ健

康体操」はゆったりとした体操で身体を動かすことにより、

体液の循環を促して筋肉だけでなく内臓の働きも活発にする

ことをねらいとしています。運動が苦手な方、高齢の方も無

理なく練習できます。この講習は、どの回から参加しても構

いません。ご夫婦や友達を誘ったりして、気軽にお申込みく

ださい。

持ち物：ヨガマット（お持ちで無い方には無料でお貸しいた

します。）

※運動できる服装でお越しください。

講師：長内真理（コンテンポラリーダンサー）

15名（小学生以上）※小学生は保護者同伴で参加ください。

500円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/3(土)～

趣味・芸術

語って、叫んで、笑って！あなたもアマチュア「声優」に挑戦！

声劇（ドラマリーディング）体験講座　

第２回　「よだかの星」宮沢　賢治ほか

2023/6/4(日)

時間：9：30～12：30

青森市

青森県総合社会教育センター

２F　第３研修室

一回ごとの単発講座なので、好きな回だけに参加してもいい

し、全ての回に参加してもOK！さあ、きみもLet'sステージ‼

持物：筆記用具

定員：15名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/4(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

楽しく歩こう！奥入瀬渓流新緑ウォーク 2023/6/4(日)

集合8：30

解散16：00頃

集合場所：石ヶ戸休憩所

青森市

石ヶ戸休憩所

（昼食持参）

同行：FUN WALK 青森スタッフ/ガイド

レンタル：ノルディックポール無料レンタルあり

持参物：汗拭きタオル　飲み物

服装：運動靴・動きやすい服装、装備・帽子・手袋

他：小雨決行/大雨警報中止/登山は雨天中止

参加費3000円

JRバス代別

FUN WALK青森

メール:walk1212.yoyaku@gmail.com 

電話：090-3524-7767

fax:017-752-6704

https://funwalk.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/4(日)～

学術・教養

トータルコミュニケーション教室[情報保障付き]

～難聴者・中途失聴者のための手話＆読話教室～

2023/6/6(火)

18:30～20:30

青森市

青森県総合社会教育センター

あるいは、オンライン

※オンライン参加ご希望の方はメールでお

申込みください。Zoomの招待メールを送

ります。

日頃から話が聞きとりにくいと思っている難聴の方、中途か

ら聞こえなくなって困っている方、そのお知り合いの方など

…お互い会話するときに不便を感じていませんか。手話や読

話をとおして楽しく会話ができるよう、コミュニケーション

方法やその工夫等を一緒に学んでみましょう。聞こえにくく

ても講師のお話がよくわかるように要約執筆（文字）による

情報保障が付いていますので安心です。

※オンライン参加ご希望の方はメールでお申込みください。

Zoomの招待メールを送ります。

難聴者・中途失聴者の「トータルコミュニケーション（手

話・読話）」に関心がある聴覚障害者及び一般社会人の方ど

なたでも
無料

青森県難聴者・中途失聴者協会

TEL:017-8782－4681

FAX:017-739-0690

mail:aonancho@hb.tp1.jp

https://www.normanet.ne.jp/~aonancho/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/6(火)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

暮らしと地域「ウクライナ・台湾危機をアオモリの視点で捉え

る」

東奥日報社編集局編集委員　斉藤　光政

2023/6/7(水)

13:00～14:20

青森市

青森中央学院大学

学術交流会館

わが郷土・青森の実相について、政治・経済、歴史、文化な

ど様々な側面から、そして魅力的な講師により学んでみませ

んか。

定員：100名

受講料無料

青森中央学院大学地域社会活動委員会

tel:017-728-0121

fax:017-738-8333

mail:koukaikouza@aomoricgu.ac.jp

https://www.aomoricgu.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/7(水)～

趣味・芸術

初めての陶芸教室～マグカップ～

講師：昆　慶子

2023/6/7(水)

18：30～20：30

青森市

荒川市民センター　3階　創作陶芸室

準備物：エプロン、雑巾1枚

申込方法：4月26日(水)9：00～電話または直接来館(先着順)

高校生以上／10人

1500円

青森市教育委員会事務局

中央市民センター

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/chuo-center/kodomo-kyouiku/shimin-center/kouminkan/07.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/7(水)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/6/9(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/9(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

令和５年度　青森中央短期大学　公開講座

いのちを守る防災意識

～ライフスタイルに組み込む防災対策～

2023/6/10(土)

13:00～14:30

青森市

①オンライン参加100回線（Zoomウェビ

ナー）

②会場参加100名（会場：青森中央短期大

学学術交流会館2階921講義室）
私たちは、日常生活において災害に対する「備え」を常に意

識しなければなりません。近年、毎年のように風水害・雪害

等に見舞われるあおもり県民は、特に身に沁みて感じている

ことだと思います。

自然災害への理解と対策、自分を取り巻く環境の理解、被災

時に備えて用意しておくものを知る事が、いざというときに

あなたの命を守ってくれるかもしんれません。

本講座では、災害への理解・住居を含めた自信を取り巻く環

境の理解・日常でも活用できる防災グッズの紹介まで防災に

対する幅広い情報を伝達いたします。皆様の防災意識の向上

の一助となれば幸いです。

講師：高荷　智也　氏

合同会社ソナエルワークス代表

備え・防災アドバイザー

参加申込方法：メール

①オンライン参加100回線（Zoomウェビナー）

②会場参加100名（会場：青森中央短期大学学術交流会館2階

921講義室）

無料

青森中央短期大学　事務局

研究支援・地域連携課

ＴＥＬ：017-728-0121

mail:koukaikouza@chutan.ac.jp

https://www.chutan.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/10(土)～

スポーツ・健康

楽しく歩こう！八十八ヶ所新緑ウォーク&阿字観瞑想体験 2023/6/11(日)

集合9:30

解散12:30頃

集合場所：ゆーさ浅虫

駐車場

青森市

ゆーさ浅虫

駐車場
同行：FUN WALK 青森スタッフ/ガイド

レンタル：ノルディックポール無料レンタルあり

持参物：汗拭きタオル　飲み物

服装：運動靴・動きやすい服装、装備・帽子・手袋

他：小雨決行/大雨警報中止/登山は雨天中止

参加費2500円

FUN WALK青森

メール:walk1212.yoyaku@gmail.com 

電話：090-3524-7767

fax:017-752-6704

https://funwalk.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/11(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

暮らしと地域「ドローンが変わる　ドローンで変わる」

徳差　毅　（株）大坂組ドローン事業　部長　

2023/6/14(水)

13:00～14:20

青森市

青森中央学院大学

学術交流会館

わが郷土・青森の実相について、政治・経済、歴史、文化な

ど様々な側面から、そして魅力的な講師により学んでみませ

んか。

定員：100名

受講料無料

青森中央学院大学地域社会活動委員会

tel:017-728-0121

fax:017-738-8333

mail:koukaikouza@aomoricgu.ac.jp

https://www.aomoricgu.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/14(水)～

趣味・芸術

初めての陶芸教室～マグカップ～

講師：昆　慶子

2023/6/14(水)

18：30～20：30

青森市

荒川市民センター　3階　創作陶芸室

準備物：エプロン、雑巾1枚

申込方法：4月26日(水)9：00～電話または直接来館(先着順)

高校生以上／10人

1500円

青森市教育委員会事務局

中央市民センター

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/chuo-center/kodomo-kyouiku/shimin-center/kouminkan/07.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/14(水)～

趣味・芸術

遠州流茶道講座　 講師　柴田宗桃　遠州流茶道上席家元補佐 2023/6/15(木)

14：00～17：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　和室

遠州流の薄茶のお点前を学ぶことができます

※立礼もあります

持物：ふくさ、扇子、懐紙、楊枝

（お持ちでない方はお申込みの際にお知らせ下さい。）

定員：１５名

材料費800円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/15(木)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

体験！「奇跡の鎌田式ウォーキング」

-速歩き・遅歩き・幅広歩行・ピッチ歩行-

-「奇跡の鎌田式ウォーキング」(著者：鎌田 寛)を参考に実施－

2023/6/15(木)

時間：10：30～11：30

場所：青森県総合社会教育センター「屋外

ウォーキングコース」

（青森県立図書館奥にある屋外コース）

青森市

青森県総合社会教育センター「屋外ウォー

キングコース」

※都合の良い日にいつでも何回でも参加できます。

※ただし、雨天時は実施しません。

※スポーツ保険には加入しておりませんので、健康&交通安全

に気を付けてご参加して下さい。

持ち物：運動できる服装&ズック、飲み物、汗拭きタオル

主催&一緒に歩く人：渋谷　清光（青森市筒井・電話090-

4633-7465）（全日本ノルディック・ウォーク連盟　公認指

導員・青森市健康づくりリーダー）

募集人数：10名程度

事前申告は不要です。直接会場にお越しください。

参加費無料

渋谷　清光

Tel：090-4633-7465内容

定員

料金

申込期日

2023/6/15(木)～

生活・福祉

親子で学ぶアンガーマネジメントキッズ講座 2023/6/17(土)

13：00～14：00

青森市

青森県総合社会教育センター　2階　第3研

修室

・怒るときのルールって？

・いろんな感情があることを確認しよう

・怒りの感情を表してみよう

・おちつく方法を体験してみよう

「講師　町屋宗邦」

※風邪症状のある方、熱のある方は参加をお控えください。

※検温、アルコール消毒にご協力ください。

持物：アンガーマネジメントキッズワークブック、筆記用具

※１回のみの受講も可能です。

対象：5歳～小学生以下の子どもと保護者

定員：親子8組（16名まで）

テキスト代：初回のみ1000円（アンガーマネジメントキッズ

ワークブック）

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/17(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

あおもり県民カレッジ　映画鑑賞会　

「市民ハリケーン」　

2023/6/17(土)

13:30～(開場13:00)

青森市

青森県総合社会教育センター

2階大研修室

謎の言葉を残して死んだ新聞王ケーンの生涯を追う

（1942年アメリカ　119分）

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/17(土)～

趣味・芸術

春の企画展

REMEMBER～雑華山房主人と鎌倉山～

2023/3/21(火)

9：30～17：00

青森市

棟方志功記念館

雑華山房での棟方の日々を、そこで制作した勢い溢れる作品

や、穏やかな日常の一場面を切り取った写真などを通して追

想します。

一般：550円・学生：300円・高校生：200円・小中学生以下

無料

棟方志功記念館

TEL　017-777-4567内容

定員

料金

申込期日

2023/6/18(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

令和5年度　第1回　上映会

「アピオシアター」

2023/6/18(日)

午前の部10:00～11:50

午後の部13:30～15:20

青森市

アピオあおもり　2階イベントホール

上映作品（受付開始９：30）

午前の部『癒しのこころみ～自分を好きになる方法～』上映

時間：10：00～11：50

午後の部『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』上映時間：

13：30～15：20（受付開始13：00）

【お申込み・問い合わせ】

申込期限：6/16(金)正午まで

電話・FAX/Eメールからお申込できます。

午前･午後共に先着50名（要申込・先着順）

【無料託児あり】先着3名(1歳半から就学前まで★要予約)→

申込期限：6/13正午まで

無料

青森県男女共同参画センター情報ライブラリー

TEL : 017-732-1024　

FAX : 017-732-1073

Eメール：apiolib@apio.pref.aomori.jp

http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/news/cinema_2112/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/18(日)～

趣味・芸術

ドラえもんの日本史ポケット講座　「信長・秀吉・家康の天下取

りレース」

2023/6/18(日)

10:00～12:00

青森市

青森県総合社会教育センター   2階　第6研

修室

ドラえもんのポケットのように、恐竜の化石や江戸時代の本

物の和本、火縄銃、生糸など歴史的な「実物」を実際に手に

取りながら、自分で想像し楽しく古代から太平洋戦争までの

日本史を学ぶことができます。

一生に一度の感動を体験してみませんか？

30名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/18(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

あおいもり自然写真展 2023/4/22(土)

9:00～17:00

青森市

青森市森林博物館

-ここにはココロ（身体）を癒すチカラ（魔法）がある-

写真　成田　一哉

小・中学生無料

高・大学生130円

一般250円

70歳以上無料

青森市森林博物館

TEL:017-766-7800

https://www.aomori-shi.shinrinhakubutsukan.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/18(日)～

学術・教養

トータルコミュニケーション教室[情報保障付き]

～難聴者・中途失聴者のための手話＆読話教室～

2023/6/20(火)

18:30～20:30

青森市

青森県総合社会教育センター

あるいは、オンライン

※オンライン参加ご希望の方はメールでお

申込みください。Zoomの招待メールを送

ります。

日頃から話が聞きとりにくいと思っている難聴の方、中途か

ら聞こえなくなって困っている方、そのお知り合いの方など

…お互い会話するときに不便を感じていませんか。手話や読

話をとおして楽しく会話ができるよう、コミュニケーション

方法やその工夫等を一緒に学んでみましょう。聞こえにくく

ても講師のお話がよくわかるように要約執筆（文字）による

情報保障が付いていますので安心です。

※オンライン参加ご希望の方はメールでお申込みください。

Zoomの招待メールを送ります。

難聴者・中途失聴者の「トータルコミュニケーション（手

話・読話）」に関心がある聴覚障害者及び一般社会人の方ど

なたでも
無料

青森県難聴者・中途失聴者協会

TEL:017-8782－4681

FAX:017-739-0690

mail:aonancho@hb.tp1.jp

https://www.normanet.ne.jp/~aonancho/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/20(火)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

楽しく歩いて気持ちも体も健康に！

健活ウォーキング

in青森県総合運動公園

2023/6/20(火)

受付開始9：15

開始9：30→終了11：00頃

青森市

青森県総合運動公園

青森県青森市安田近野234-7

集合場所：公園内、第一駐車場（プール

横）
・ノルディック・ウォーキング、通常ウォーキングどちらで

も参加可能

・身体に負担のない歩き方、運動効果を高める歩き方を実践

レンタル：ノルディックポール無料レンタルあり

持参物：汗拭きタオル、飲み物

服装：運動靴・動きやすい服装・帽子・手袋

他：小雨決行、大雨警報中止

初めての方も大歓迎

参加費500円（保険料）

FUN WALK青森

メール:walk1212.yoyaku@gmail.com 

電話：090-3524-7767

fax:017-752-6704

https://funwalk.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/20(火)～

学術・教養

暮らしと地域「テレビの仕事からあおもり藍を広める　仕事への

チェンジ＆チャレンジ」

福士　珠美　（株）BLUE LINK PROJECT代表取締役

2023/6/21(水)

13:00～14:20

青森市

青森中央学院大学

学術交流会館

わが郷土・青森の実相について、政治・経済、歴史、文化な

ど様々な側面から、そして魅力的な講師により学んでみませ

んか。

定員：100名

受講料無料

青森中央学院大学地域社会活動委員会

tel:017-728-0121

fax:017-738-8333

mail:koukaikouza@aomoricgu.ac.jp

https://www.aomoricgu.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/21(水)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

季節を彩るトールペイント講座 2023/6/21(水)

10：00～12：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　第一

工作室

お花や風景など下絵をトレースして描いていくので、初心者

でも上手に仕上がります。生活に彩を添える作品を楽しみな

がら作りましょう。

持物：エプロン、持ち帰り用袋

定員：１０名

(準備の都合により、3日前までの申込をお願いします)

材料費1000円程度

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/21(水)～

趣味・芸術

カダール映画の日2023　vol.2 無料上映会

「国際市場で逢いましょう」

ユン・ジェギュン監督　ファン・ジョンミン主演

2023/6/22(木)

①10:00～12:10

②13:00～14:30

③18:30～20:40

青森市

青森市男女共同参画プラザ「ガタール」Ａ

Ｖ多機能ホール

青森市新町1－3-7　アウガ５F

「国際市場で逢いましょう」

（2014年/127分/韓国）

1410万人を超える動員を記録した、映画史に残る感動叙事

詩。幼い頃、朝鮮戦争時の興南撤収作戦による混乱の中、父

（チョン・ジニョン）、そして妹と離れ離れになり、母

（チャン・ヨンナム）と残された二人の弟妹と共に避難民と

して釜山で育ったドクス（ファン・ジョンミン）。成長した

ドクスは父親の代わりに家計を支えるため、西ドイツの炭鉱

への出稼ぎや、ベトナム戦争で民間技術者として働くなど幾

度となく生死の瀬戸際に立たされる。しかし、彼は家族のた

めにいつも笑顔で必死に激動の時代を生き抜いた。最後に交

わした父との約束のためにー。

①10:00～12:10

②13:30～15:40

③18:30～20:40

※メールでお申込みの際は件名を「6/22映画」とし、希望時

間（①～③）をご記入ください。

無料上映

無料

青森市男女共同参画プラザ「ガタール」

ＴＥＬ：017-776-8800

FAX:017-776-8828

mail:kadar-kouza@kadar-acor.jp

https://www.kadar-acor.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/22(木)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

中央市民センター　おとなの映写会

「雨に唄えば」　102分　1952年(吹替版)

2023/6/23(金)

開演時間10：00

（開場は30分前）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

アメリカのミュージカル映画。1929年の「雨に唄えば」を原

案とし、サイレント映画からトーキー映画へ移行する時代の

ハリウッドをコメディを交えて描いた作品

50人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL：017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/23(金)～

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/6/23(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/23(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

パパ・ママおでかけチルりん　TIME

～おしゃべりしながらっまったりベビーマッサージ～

2023/6/2(金)

①10:30～12:30　②13:30～15:30※①②同

内容

青森市

青森市働く女性の家「アコール」

日時7/4　①10:30～12:30　②13:30～15:30※①②同内容

申込6/2午前9時～6/16まで※6/11は休館日

電話またはメールでお申込みください。

※Eメールでの申し込みの場合は件名に「ベビーマッサージ講

座申込」と記入

対象　生後3～11か月目の乳児とその母親または父親

定員各10組

500円（オイル代当日持参）

青森市働く女性の家「アコール」

tel:017-723-1700

mail:acor-kouza@kadar-acor.jp

https://www.city.aomori.aomori.jp/jinken-danjo/shiseijouhou/matidukuri/danjo-kyoudou-sankaku/04.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/25(日)～

趣味・芸術

子どもの映写会

おしりたんてい

「ププッむらさきふじんのあんごうじけん」

2023/6/25(日)

開演時間：10時

（開場は20分前から）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

対象年齢：幼児から小学校低学年まで

定員：25人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/25(日)～

趣味・芸術

語って、叫んで、笑って！あなたもアマチュア「声優」に挑戦！

声劇（ドラマリーディング）体験講座　

第３回　「杜子春」芥川龍之介ほか

2023/6/25(日)

時間：9：30～12：30

青森市

青森県総合社会教育センター

２F　第３研修室

一回ごとの単発講座なので、好きな回だけに参加してもいい

し、全ての回に参加してもOK！さあ、きみもLet'sステージ‼

持物：筆記用具

定員：15名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/25(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

コンテナガーデン講座　初夏のお花の寄せ植え 2023/6/25(日)

持ち物；エプロン、具無手袋、シャベル、持ち

帰り用袋

青森市

場所：青森県総合社会教育センター3階　

第一工作室

季節の植物・花の特徴を学び、寄せ植えをして育ててみま

しょう。完成したコンテナガーデンは持ち帰り、ご自宅での

成長も楽しめます。

15名

材料費1300円

【植物苗3～5ポット】

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/25(日)～

趣味・芸術

オリジナル・バックの会　作品展 2023/6/2(金)

時間：9:00～18:00

青森市

青森市働く女性の家「アコール」

展示期間　6/2～6/25　（6月11日は休館日）

参加費無料

青森市働く女性の家「アコール」

tel:017-723-1700

https://www.city.aomori.aomori.jp/jinken-danjo/shiseijouhou/matidukuri/danjo-kyoudou-sankaku/04.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/25(日)～

趣味・芸術

初めての陶芸教室～マグカップ～

講師：昆　慶子

2023/6/28(水)

18：30～20：30

青森市

荒川市民センター　3階　創作陶芸室

準備物：エプロン、雑巾1枚

申込方法：4月26日(水)9：00～電話または直接来館(先着順)

高校生以上／10人

1500円

青森市教育委員会事務局

中央市民センター

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/chuo-center/kodomo-kyouiku/shimin-center/kouminkan/07.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/28(水)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

暮らしと地域「聖寿寺館から新三戸城へ

ー戦国大名南部氏の本拠地移転ー」

布施　和洋　南部町教育委員会　社会教育課　史跡対策室　総括

主査

2023/6/28(水)

13:00～14:20

青森市

青森中央学院大学

学術交流会館

わが郷土・青森の実相について、政治・経済、歴史、文化な

ど様々な側面から、そして魅力的な講師により学んでみませ

んか。

定員：100名

受講料無料

青森中央学院大学地域社会活動委員会

tel:017-728-0121

fax:017-738-8333

mail:koukaikouza@aomoricgu.ac.jp

https://www.aomoricgu.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/28(水)～

趣味・芸術

アロマヨガ＆フットケア講座 2023/6/28(水)

10:00～11:00

青森市

青森県総合社会教育センター   3階　和室

「リンパストレッチ・リンパマッサージ・ツボ押し・アロ

マ」４つの相乗効果で巡りの良い健康美を目指しましょう。

初めての方でも気軽に楽しんでいただける内容です。

一般女性　10名

材料費:600円

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/6/28(水)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

体験！「奇跡の鎌田式ウォーキング」

-速歩き・遅歩き・幅広歩行・ピッチ歩行-

-「奇跡の鎌田式ウォーキング」(著者：鎌田 寛)を参考に実施－

2023/6/29(木)

時間：10：30～11：30

場所：青森県総合社会教育センター「屋外

ウォーキングコース」

（青森県立図書館奥にある屋外コース）

青森市

青森県総合社会教育センター「屋外ウォー

キングコース」

※都合の良い日にいつでも何回でも参加できます。

※ただし、雨天時は実施しません。

※スポーツ保険には加入しておりませんので、健康&交通安全

に気を付けてご参加して下さい。

持ち物：運動できる服装&ズック、飲み物、汗拭きタオル

主催&一緒に歩く人：渋谷　清光（青森市筒井・電話090-

4633-7465）（全日本ノルディック・ウォーク連盟　公認指

導員・青森市健康づくりリーダー）

募集人数：10名程度

事前申告は不要です。直接会場にお越しください。

参加費無料

渋谷　清光

Tel：090-4633-7465内容

定員

料金

申込期日

2023/6/29(木)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

リフレッシュ健康体操 2023/7/1(土)

10:00～11：00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

疲れやすいなど健康状態が気になる。年齢とともにアチコチ

が痛い。日頃の運動不足を解消したい。…「リフレッシュ健

康体操」はゆったりとした体操で身体を動かすことにより、

体液の循環を促して筋肉だけでなく内臓の働きも活発にする

ことをねらいとしています。運動が苦手な方、高齢の方も無

理なく練習できます。この講習は、どの回から参加しても構

いません。ご夫婦や友達を誘ったりして、気軽にお申込みく

ださい。

持ち物：ヨガマット（お持ちで無い方には無料でお貸しいた

します。）

※運動できる服装でお越しください。

講師：長内真理（コンテンポラリーダンサー）

15名（小学生以上）※小学生は保護者同伴で参加ください。

500円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/1(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

外国語・国際理解

あおもりEカフェ 2023/7/1(土)

14:00～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター

２階　第三研修室

外国の人から話しかけられたけれど、何て答えたらよいのか

分からない。何を聞かれたのか分かるけれど、うまく説明で

きない。・・・・「あおもりEカフェ」は英語で話してみたい

という人を対象とした実用英会話教室です。一回一時間の短

い講習なので、楽しく、無理なく学習できます。各回１テー

マで実施しますので、どの回からでも参加しても構いませ

ん。英会話のレッスンを通じて、学びの仲間を広げてみま

しょう。

講師：江口真理、鎌田以都子

持ち物：筆記用具

12名（高校生以上）

500円（飲料代を含む）

テキスト代：1760円（税込み、初めて受講の際にお支払いく

ださい。）

県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/1(土)～

趣味・芸術

令和5年度　第一回　あおもり文化とアート展（通算20回）

祈りの祭り～心踊らすフォークロア～

2023/6/28(水)

10：00～20：00（最終入場19：30）

青森市

リンクモア平安閣市民ホール

関野準一朗　

佐藤米次郎

山口　晴温

※お車でお越しの際は、地下駐車場又は近隣の駐車場（いず

れも有料）をお使いください。

入場無料

一般財団法人青森市文化観光復興財団

TEL : 017-773-7304　

Eメール：aobunspo-pro@actv.ne.jp

http://aobunkanko.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/2(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

初めての陶芸教室～マグカップ～

講師：昆　慶子

2023/7/5(水)

18：30～20：30

青森市

荒川市民センター　3階　創作陶芸室

準備物：エプロン、雑巾1枚

申込方法：4月26日(水)9：00～電話または直接来館(先着順)

高校生以上／10人

1500円

青森市教育委員会事務局

中央市民センター

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/chuo-center/kodomo-kyouiku/shimin-center/kouminkan/07.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/5(水)～

学術・教養

暮らしと地域「棟方志功の青森

～生誕120年を契機に」　

池田　亨　青森県立美術館　美術統括監

2023/7/5(水)

13:00～14:20

青森市

青森中央学院大学

学術交流会館

わが郷土・青森の実相について、政治・経済、歴史、文化な

ど様々な側面から、そして魅力的な講師により学んでみませ

んか。

定員：100名

受講料無料

青森中央学院大学地域社会活動委員会

tel:017-728-0121

fax:017-738-8333

mail:koukaikouza@aomoricgu.ac.jp

https://www.aomoricgu.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/5(水)～

学術・教養

青森中央学院大学　まちなかキャンパス　公開講座2023

第三回「”あたらない”生活を送ろう～生活を見直して脳卒中予防

～」

2023/7/8(土)

10:00～11:30

青森市

青森商工会議所1階 AOMORI STARTUP 

CENTER

講師/青森中央学院大学

看護学部助教（成人看護学）福士　裕末

会場/青森県観光物産館アスパム　5階「白鳥」

お申込み方法：メール・お電話のお申込み先まで、お名前/電

話番号/参加希望講座をお知らせください。

対象：一般

定員：30名

無料

青森中央学院大学公開講座担当

TEL：017-728-0131

https://www.aomoricgu.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/8(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

コンテナガーデン講座　夏の暑さに強いお花の寄せ植え 2023/7/9(日)

持ち物；エプロン、具無手袋、シャベル、持ち

帰り用袋

青森市

場所：青森県総合社会教育センター3階　

第一工作室

季節の植物・花の特徴を学び、寄せ植えをして育ててみま

しょう。完成したコンテナガーデンは持ち帰り、ご自宅での

成長も楽しめます。

15名

材料費1300円

【植物苗3～5ポット】

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/9(日)～

趣味・芸術

企画展「商売繁盛-宣伝に使われた品々-」 2023/4/28(金)

9:00～17:00

会期中休館日無し

青森市

あおもり北のまほろば歴史館　福士

江戸時代後期から昭和初期に、焦点の宣伝に使われた「看

板」、「引札」、「絵ビラ」、「印半纏」などを展示しま

一般310円

大学生・高校生160円

70歳以上と中学生以下は無料

あおもり北のまほろば歴史館　福士

Tel：017－763-5519

Fax：017－718-1740

https://kitanomahoroba.jp

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/9(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

令和5年度　青森で生きる未来人材育成事業ボランティアチーム育

成講座

自分を磨く！生かす！

2023/6/11(日)

14:00～15:00

青森市

ZOOM配信

この講座は、高校生を地域で行われるボランティア活動へ派

遣し、異年齢交流や多様な体験活動に参加する事により、自

己肯定感や主体性を高める事を目的としています。当セン

ターでは、STEP１としてボランティアについて学んでもらっ

たのち、希望者はSTEP2として地域で行われるボランティア

活動への派遣事業を実施しています。週末のお休みにちょっ

とだけ、自分じゃない誰かのために役立つ勉強や活動をして

みませんか。※高校生スキルアッププログラムの認定単位に

もなっています。

※STEP１だけの参加でもOKです！

STEP1　（インプット）

第１回　6月11日

「ボランティア活動」

日本赤十字社青森県支部

事業推進課

主事　岩井　雄太郎

第２回　6月25日

「災害ボランティア」

社会福祉法人

青森県社会福祉協議会

地域福祉課　課長代理心得

木村　亨氏

第３回　7月9日

「国際ボランティア」

JICA青森デスク

国際協力促進員

阿部　翔太氏

全三回　14:00～15:00　zoomで配信！

当日参加できなくても、各講座後、2週間YouTube配信する

のでどんどん参加してください

STEP2（アウトプット）

希望者はボランティアチーム員（全3回受講者）に登録し、各

地域のイベント等のボランティア活動に参加できます。

青森県総合社会教育センター

TEL:017-739-1270

mail:E-SYAKYO@pref.aomori.lg.jp

内容

2023/7/9(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

※ボランティア活動への参加にあたっては、保護者の了承が

必要です。

応募締め切り：5月25日まで

受講費無料

https://www.alis.pref.aomori.lg.jp/

定員

料金

申込期日

学術・教養

トータルコミュニケーション教室[情報保障付き]

～難聴者・中途失聴者のための手話＆読話教室～

2023/7/11(火)

18:30～20:30

青森市

青森県総合社会教育センター

あるいは、オンライン

※オンライン参加ご希望の方はメールでお

申込みください。Zoomの招待メールを送

ります。

日頃から話が聞きとりにくいと思っている難聴の方、中途か

ら聞こえなくなって困っている方、そのお知り合いの方など

…お互い会話するときに不便を感じていませんか。手話や読

話をとおして楽しく会話ができるよう、コミュニケーション

方法やその工夫等を一緒に学んでみましょう。聞こえにくく

ても講師のお話がよくわかるように要約執筆（文字）による

情報保障が付いていますので安心です。

※オンライン参加ご希望の方はメールでお申込みください。

Zoomの招待メールを送ります。

難聴者・中途失聴者の「トータルコミュニケーション（手

話・読話）」に関心がある聴覚障害者及び一般社会人の方ど

なたでも
無料

青森県難聴者・中途失聴者協会

TEL:017-8782－4681

FAX:017-739-0690

mail:aonancho@hb.tp1.jp

https://www.normanet.ne.jp/~aonancho/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/11(火)～

学術・教養

暮らしと地域「庶民に祭りから観光事業へ」

千葉　作龍　第５代ねぶた名人

2023/7/12(水)

13:00～14:20

青森市

青森中央学院大学

学術交流会館

わが郷土・青森の実相について、政治・経済、歴史、文化な

ど様々な側面から、そして魅力的な講師により学んでみませ

んか。

定員：100名

受講料無料

青森中央学院大学地域社会活動委員会

tel:017-728-0121

fax:017-738-8333

mail:koukaikouza@aomoricgu.ac.jp

https://www.aomoricgu.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/12(水)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

体験！「奇跡の鎌田式ウォーキング」

-速歩き・遅歩き・幅広歩行・ピッチ歩行-

-「奇跡の鎌田式ウォーキング」(著者：鎌田 寛)を参考に実施－

2023/7/12(水)

時間：10：30～11：30

場所：青森県総合社会教育センター「屋外

ウォーキングコース」

（青森県立図書館奥にある屋外コース）

青森市

青森県総合社会教育センター「屋外ウォー

キングコース」

※都合の良い日にいつでも何回でも参加できます。

※ただし、雨天時は実施しません。

※スポーツ保険には加入しておりませんので、健康&交通安全

に気を付けてご参加して下さい。

持ち物：運動できる服装&ズック、飲み物、汗拭きタオル

主催&一緒に歩く人：渋谷　清光（青森市筒井・電話090-

4633-7465）（全日本ノルディック・ウォーク連盟　公認指

導員・青森市健康づくりリーダー）

募集人数：10名程度

事前申告は不要です。直接会場にお越しください。

参加費無料

渋谷　清光

Tel：090-4633-7465内容

定員

料金

申込期日

2023/7/12(水)～

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/7/14(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/14(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

あおもり県民カレッジ　映画鑑賞会　

「サンセット大通り」　

2023/7/15(土)

13:30～(開場13:00)

青森市

青森県総合社会教育センター

2階大研修室

ハリウッド神話の舞台裏を描いた作品

（1950年　アメリカ　110分）

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/15(土)～

スポーツ・健康

楽しく歩いて気持ちも体も健康に！

健活ウォーキング

in青森県総合運動公園

2023/7/18(火)

受付開始9：15

開始9：30→終了11：00頃

青森市

青森県総合運動公園

青森県青森市安田近野234-7

集合場所：公園内、第一駐車場（プール

横）
・ノルディック・ウォーキング、通常ウォーキングどちらで

も参加可能

・身体に負担のない歩き方、運動効果を高める歩き方を実践

レンタル：ノルディックポール無料レンタルあり

持参物：汗拭きタオル、飲み物

服装：運動靴・動きやすい服装・帽子・手袋

他：小雨決行、大雨警報中止

初めての方も大歓迎

参加費500円（保険料）

FUN WALK青森

メール:walk1212.yoyaku@gmail.com 

電話：090-3524-7767

fax:017-752-6704

https://funwalk.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/18(火)～

趣味・芸術

遠州流茶道講座　 講師　柴田宗桃　遠州流茶道上席家元補佐 2023/7/20(木)

14：00～17：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　和室

遠州流の薄茶のお点前を学ぶことができます

※立礼もあります

持物：ふくさ、扇子、懐紙、楊枝

（お持ちでない方はお申込みの際にお知らせ下さい。）

定員：１５名

材料費800円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/20(木)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

中央市民センター　おとなの映写会

「アンナ・マグダレーナ・バッハの年代記」　94分

1967年(字幕版)

2023/7/21(金)

開演時間10：00

（開場は30分前）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

西ドイツとイタリアで共同制作。大作曲家の半生と日常を、

妻の視点と声を交えてつづった映像作品

50人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL：017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/21(金)～

趣味・芸術

ふたご・みつごのひろば　つぃんくる 2023/7/23(日)

10:30～12:00

青森市

アピオあおもり　保健指導室

ふたごちゃん、みつごちゃんの子育ては、喜びも大きい反

面、同じ年齢の子を同時期の育てなければならない大変さ、

戸惑い、悩みも少なくないのではないでしょうか。お子さん

を遊ばせながら、多胎児を持つ親同士、思いを共有したり情

報交換してみませんか？

申込：メール・電話・アピオあおもり受付

定員：18名

参加費無料

アピオあおもり　保健指導室

TEL:017－732-1011

Fax：017-732-1073

mail:kodomo-ouen@apio.pref.aomori.jp

http://www.apio.pref.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/23(日)～

趣味・芸術

ドラえもんの日本史ポケット講座　「江戸時代の実相」「江戸の

リサイクル事情」

2023/7/23(日)

10:00～12:00

青森市

青森県総合社会教育センター   2階　第6研

修室

ドラえもんのポケットのように、恐竜の化石や江戸時代の本

物の和本、火縄銃、生糸など歴史的な「実物」を実際に手に

取りながら、自分で想像し楽しく古代から太平洋戦争までの

日本史を学ぶことができます。

一生に一度の感動を体験してみませんか？

30名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/23(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

トータルコミュニケーション教室[情報保障付き]

～難聴者・中途失聴者のための手話＆読話教室～

2023/7/25(火)

18:30～20:30

青森市

青森県総合社会教育センター

あるいは、オンライン

※オンライン参加ご希望の方はメールでお

申込みください。Zoomの招待メールを送

ります。

日頃から話が聞きとりにくいと思っている難聴の方、中途か

ら聞こえなくなって困っている方、そのお知り合いの方など

…お互い会話するときに不便を感じていませんか。手話や読

話をとおして楽しく会話ができるよう、コミュニケーション

方法やその工夫等を一緒に学んでみましょう。聞こえにくく

ても講師のお話がよくわかるように要約執筆（文字）による

情報保障が付いていますので安心です。

※オンライン参加ご希望の方はメールでお申込みください。

Zoomの招待メールを送ります。

難聴者・中途失聴者の「トータルコミュニケーション（手

話・読話）」に関心がある聴覚障害者及び一般社会人の方ど

なたでも
無料

青森県難聴者・中途失聴者協会

TEL:017-8782－4681

FAX:017-739-0690

mail:aonancho@hb.tp1.jp

https://www.normanet.ne.jp/~aonancho/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/25(火)～

趣味・芸術

サークル体験講座「メッシュで作るポシェット」[２回連続講座] 2023/7/11(火)

日時7/11(火）・7/25（火）9:30～12:30

青森市

青森市働く女性の家「アコール」

日時7/11(火）・7/25（火）9:30～12:30

申込　6/13（火）まで※6/11（日）は休館日

電話またはEメールでお申込みください。

※Eメールでの申し込みの場合は件名に「メッシュで作るポ

シェット申込」と記入

定員　10名（抽選）

材料費：3000円

青森市働く女性の家「アコール」

tel:017-723-1700

mail:acor-kouza@kadar-acor.jp

https://www.city.aomori.aomori.jp/jinken-danjo/shiseijouhou/matidukuri/danjo-kyoudou-sankaku/04.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/25(火)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

体験！「奇跡の鎌田式ウォーキング」

-速歩き・遅歩き・幅広歩行・ピッチ歩行-

-「奇跡の鎌田式ウォーキング」(著者：鎌田 寛)を参考に実施－

2023/7/26(水)

時間：10：30～11：30

場所：青森県総合社会教育センター「屋外

ウォーキングコース」

（青森県立図書館奥にある屋外コース）

青森市

青森県総合社会教育センター「屋外ウォー

キングコース」

※都合の良い日にいつでも何回でも参加できます。

※ただし、雨天時は実施しません。

※スポーツ保険には加入しておりませんので、健康&交通安全

に気を付けてご参加して下さい。

持ち物：運動できる服装&ズック、飲み物、汗拭きタオル

主催&一緒に歩く人：渋谷　清光（青森市筒井・電話090-

4633-7465）（全日本ノルディック・ウォーク連盟　公認指

導員・青森市健康づくりリーダー）

募集人数：10名程度

事前申告は不要です。直接会場にお越しください。

参加費無料

渋谷　清光

Tel：090-4633-7465内容

定員

料金

申込期日

2023/7/26(水)～

趣味・芸術

アロマヨガ＆フットケア講座 2023/7/26(水)

10:00～11:00

青森市

青森県総合社会教育センター   3階　和室

「リンパストレッチ・リンパマッサージ・ツボ押し・アロ

マ」４つの相乗効果で巡りの良い健康美を目指しましょう。

初めての方でも気軽に楽しんでいただける内容です。

一般女性　10名

材料費:600円

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/26(水)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/7/28(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/28(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

巨大糸掛け曼荼羅を作っちゃおう！ 2023/5/13(土)

13:00～16:00

※7月29日は10時から。

青森市

青森県総合社会教育センター

（研修室は当日、１Fインフォメーション

プラザありすで確認してください。）
糸掛け曼荼羅（マンダラ）とは、板に釘を打ち、いろいろな

色の糸を掛けていってきれいな模様をデザインするもので

す。その巨大版をみんなで協力して作って、県総合社会教育

センターのロビーに展示します。制作に参加する子どもたち

を募集します！

制作方法：ワークショップを8回程度開催(詳細はチラシ裏面

に掲載)

＜内容＞

◯通常の糸掛け曼荼羅の作成体験

◯デザイン＆下絵づくり

◯釘打ち　◯糸掛け

申込方法：青森県総合社会教育センターで配布しているチラ

シの裏面、参加読申込書からお申込みされるか、もしくは、

電話、メールでお申込みください。（①氏名（ふりがな）②

学校名③学年④電話番号⑤メールアドレスをお知らせくださ

い。）

◯すべての回に参加いただける方が優先となります。

◯欠席する場合はその都度事前にご連絡ください。

◯動きやすい服装でご参加ください。また、塗装を行う回

（第二回）は汚れても良い服装をお勧めします。

◯青森県立青森工業高等学校の生徒が適宜サポートに入りま

す。

小学生（５・６年生）、中学生、高校生

お申込み：随時募集中

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/29(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

子どもの映写会

ポケモン

「ポケモン きみにきめた！」

（英語版・日本語字幕）

2023/7/30(日)

開演時間：10時

（開場は20分前から）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

対象年齢：幼児から小学校低学年まで

定員：25人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/30(日)～

趣味・芸術

アコール階段ギャラリー「杉本心太朗書画色紙展」 2023/7/1(土)

9：00～18:00

青森市

青森市働く女性の家「アコール」

杉本心太朗書画色紙展を行っております。

無料

青森市働く女性の家「アコール」

TEL:017-723-1700

https://www.city.aomori.aomori.jp/jinken-danjo/shiseijouhou/matidukuri/danjo-kyoudou-sankaku/04.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/7/30(日)～

趣味・芸術

語って、叫んで、笑って！あなたもアマチュア「声優」に挑戦！

声劇（ドラマリーディング）体験講座　

第４回　「あらしのよるに」北村裕一ほか

2023/8/6(日)

時間：9：30～12：30

青森市

青森県総合社会教育センター

２F　第３研修室

一回ごとの単発講座なので、好きな回だけに参加してもいい

し、全ての回に参加してもOK！さあ、きみもLet'sステージ‼

持物：筆記用具

定員：15名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/6(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

トータルコミュニケーション教室[情報保障付き]

～難聴者・中途失聴者のための手話＆読話教室～

2023/8/15(火)

18:30～20:30

青森市

青森県総合社会教育センター

あるいは、オンライン

※オンライン参加ご希望の方はメールでお

申込みください。Zoomの招待メールを送

ります。

日頃から話が聞きとりにくいと思っている難聴の方、中途か

ら聞こえなくなって困っている方、そのお知り合いの方など

…お互い会話するときに不便を感じていませんか。手話や読

話をとおして楽しく会話ができるよう、コミュニケーション

方法やその工夫等を一緒に学んでみましょう。聞こえにくく

ても講師のお話がよくわかるように要約執筆（文字）による

情報保障が付いていますので安心です。

※オンライン参加ご希望の方はメールでお申込みください。

Zoomの招待メールを送ります。

難聴者・中途失聴者の「トータルコミュニケーション（手

話・読話）」に関心がある聴覚障害者及び一般社会人の方ど

なたでも
無料

青森県難聴者・中途失聴者協会

TEL:017-8782－4681

FAX:017-739-0690

mail:aonancho@hb.tp1.jp

https://www.normanet.ne.jp/~aonancho/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/15(火)～

趣味・芸術

遠州流茶道講座　 講師　柴田宗桃　遠州流茶道上席家元補佐 2023/8/17(木)

14：00～17：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　和室

遠州流の薄茶のお点前を学ぶことができます

※立礼もあります

持物：ふくさ、扇子、懐紙、楊枝

（お持ちでない方はお申込みの際にお知らせ下さい。）

定員：１５名

材料費800円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/17(木)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

あおもり県民カレッジ　映画鑑賞会　

「マルタの鷹」　

2023/8/19(土)

13:30～(開場13:00)

青森市

青森県総合社会教育センター

2階大研修室

娘さがしと思われた依頼が、「マルタの鷹」像争奪戦へと展

開する探偵もの

（1941年　アメリカ　100分）

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/19(土)～

スポーツ・健康

リフレッシュ健康体操 2023/8/19(土)

10:00～11：00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

疲れやすいなど健康状態が気になる。年齢とともにアチコチ

が痛い。日頃の運動不足を解消したい。…「リフレッシュ健

康体操」はゆったりとした体操で身体を動かすことにより、

体液の循環を促して筋肉だけでなく内臓の働きも活発にする

ことをねらいとしています。運動が苦手な方、高齢の方も無

理なく練習できます。この講習は、どの回から参加しても構

いません。ご夫婦や友達を誘ったりして、気軽にお申込みく

ださい。

持ち物：ヨガマット（お持ちで無い方には無料でお貸しいた

します。）

※運動できる服装でお越しください。

講師：長内真理（コンテンポラリーダンサー）

15名（小学生以上）※小学生は保護者同伴で参加ください。

500円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/19(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

外国語・国際理解

あおもりEカフェ 2023/8/19(土)

14:00～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター

２階　第三研修室

外国の人から話しかけられたけれど、何て答えたらよいのか

分からない。何を聞かれたのか分かるけれど、うまく説明で

きない。・・・・「あおもりEカフェ」は英語で話してみたい

という人を対象とした実用英会話教室です。一回一時間の短

い講習なので、楽しく、無理なく学習できます。各回１テー

マで実施しますので、どの回からでも参加しても構いませ

ん。英会話のレッスンを通じて、学びの仲間を広げてみま

しょう。

講師：江口真理、鎌田以都子

持ち物：筆記用具

12名（高校生以上）

無料

県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/19(土)～

スポーツ・健康

楽しく歩いて気持ちも体も健康に！

健活ウォーキング

in青森県総合運動公園

2023/8/22(火)

受付開始9：15

開始9：30→終了11：00頃

青森市

青森県総合運動公園

青森県青森市安田近野234-7

集合場所：公園内、第一駐車場（プール

横）
・ノルディック・ウォーキング、通常ウォーキングどちらで

も参加可能

・身体に負担のない歩き方、運動効果を高める歩き方を実践

レンタル：ノルディックポール無料レンタルあり

持参物：汗拭きタオル、飲み物

服装：運動靴・動きやすい服装・帽子・手袋

他：小雨決行、大雨警報中止

初めての方も大歓迎

参加費500円（保険料）

FUN WALK青森

メール:walk1212.yoyaku@gmail.com 

電話：090-3524-7767

fax:017-752-6704

https://funwalk.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/22(火)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

季節を彩るトールペイント講座 2023/8/23(水)

10：00～12：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　第一

工作室

お花や風景など下絵をトレースして描いていくので、初心者

でも上手に仕上がります。生活に彩を添える作品を楽しみな

がら作りましょう。

持物：エプロン、持ち帰り用袋

定員：１０名

(準備の都合により、3日前までの申込をお願いします)

材料費1000円程度

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/23(水)～

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/8/25(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/25(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

中央市民センター　おとなの映写会

「ブロードウェイ・メロディー」　100分

1929年(吹替版)

2023/8/25(金)

開演時間10：00

（開場は30分前）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

世界初の全編トーキーによるミュージカル映画。田舎から夢

を抱いてブロードウェイにやってきた姉妹の恋物語。

50人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL：017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/25(金)～

趣味・芸術

子どもの映写会

夏休み映写会

「双子の星」

2023/8/27(日)

開演時間：10時

（開場は20分前から）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

対象年齢：幼児から小学校低学年まで

定員：25人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/27(日)～

趣味・芸術

コンテナガーデン講座　こけ玉 2023/8/27(日)

持ち物；エプロン、具無手袋、シャベル、持ち

帰り用袋

青森市

場所：青森県総合社会教育センター3階　

第一工作室

季節の植物・花の特徴を学び、寄せ植えをして育ててみま

しょう。完成したコンテナガーデンは持ち帰り、ご自宅での

成長も楽しめます。

15名

材料費1300円

【植物苗3～5ポット】

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/27(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

ドラえもんの日本史ポケット講座　「時代の先駆者たち」（良

沢・長英・松陰）

2023/8/27(日)

10:00～12:00

青森市

青森県総合社会教育センター   2階　第6研

修室

ドラえもんのポケットのように、恐竜の化石や江戸時代の本

物の和本、火縄銃、生糸など歴史的な「実物」を実際に手に

取りながら、自分で想像し楽しく古代から太平洋戦争までの

日本史を学ぶことができます。

一生に一度の感動を体験してみませんか？

30名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/27(日)～

趣味・芸術

語って、叫んで、笑って！あなたもアマチュア「声優」に挑戦！

声劇（ドラマリーディング）体験講座　

第５回　「幼獣カブ」鎌田　龍ほか

2023/8/27(日)

時間：9：30～12：30

青森市

青森県総合社会教育センター

２F　第３研修室

一回ごとの単発講座なので、好きな回だけに参加してもいい

し、全ての回に参加してもOK！さあ、きみもLet'sステージ‼

持物：筆記用具

定員：15名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/27(日)～

趣味・芸術

ふたご・みつごのひろば　つぃんくる (オンラインつぃんくる) 2023/8/27(日)

10:30～12:00

青森市

アピオあおもり　保健指導室（オンライ

ン）
ふたごちゃん、みつごちゃんの子育ては、喜びも大きい反

面、同じ年齢の子を同時期の育てなければならない大変さ、

戸惑い、悩みも少なくないのではないでしょうか。お子さん

を遊ばせながら、多胎児を持つ親同士、思いを共有したり情

報交換してみませんか？

申込：メール・電話・アピオあおもり受付

定員：18名

参加費無料

アピオあおもり　保健指導室

TEL:017－732-1011

Fax：017-732-1073

mail:kodomo-ouen@apio.pref.aomori.jp

http://www.apio.pref.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/27(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

トータルコミュニケーション教室[情報保障付き]

～難聴者・中途失聴者のための手話＆読話教室～

2023/8/29(火)

18:30～20:30

青森市

青森県総合社会教育センター

あるいは、オンライン

※オンライン参加ご希望の方はメールでお

申込みください。Zoomの招待メールを送

ります。

日頃から話が聞きとりにくいと思っている難聴の方、中途か

ら聞こえなくなって困っている方、そのお知り合いの方など

…お互い会話するときに不便を感じていませんか。手話や読

話をとおして楽しく会話ができるよう、コミュニケーション

方法やその工夫等を一緒に学んでみましょう。聞こえにくく

ても講師のお話がよくわかるように要約執筆（文字）による

情報保障が付いていますので安心です。

※オンライン参加ご希望の方はメールでお申込みください。

Zoomの招待メールを送ります。

難聴者・中途失聴者の「トータルコミュニケーション（手

話・読話）」に関心がある聴覚障害者及び一般社会人の方ど

なたでも
無料

青森県難聴者・中途失聴者協会

TEL:017-8782－4681

FAX:017-739-0690

mail:aonancho@hb.tp1.jp

https://www.normanet.ne.jp/~aonancho/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/29(火)～

趣味・芸術

アロマヨガ＆フットケア講座 2023/8/29(火)

10:00～11:00

青森市

青森県総合社会教育センター   3階　和室

「リンパストレッチ・リンパマッサージ・ツボ押し・アロ

マ」４つの相乗効果で巡りの良い健康美を目指しましょう。

初めての方でも気軽に楽しんでいただける内容です。

一般女性　10名

材料費:600円

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/8/29(火)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

青森中央学院大学　まちなかキャンパス　公開講座2023

第四回「10歳若返る睡眠法」

2023/9/2(土)

10:00～11:30

青森市

青森商工会議所1階 AOMORI STARTUP 

CENTER

講師/青森中央学院大学

看護学部准教授（精神看護学）川添　郁夫

会場/森県観光物産館アスパム6階「岩木」

お申込み方法：メール・お電話のお申込み先まで、お名前/電

話番号/参加希望講座をお知らせください。

対象：一般

定員：30名

無料

青森中央学院大学公開講座担当

TEL：017-728-0131

https://www.aomoricgu.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/2(土)～

外国語・国際理解

あおもりEカフェ 2023/9/2(土)

14:00～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター

２階　第三研修室

外国の人から話しかけられたけれど、何て答えたらよいのか

分からない。何を聞かれたのか分かるけれど、うまく説明で

きない。・・・・「あおもりEカフェ」は英語で話してみたい

という人を対象とした実用英会話教室です。一回一時間の短

い講習なので、楽しく、無理なく学習できます。各回１テー

マで実施しますので、どの回からでも参加しても構いませ

ん。英会話のレッスンを通じて、学びの仲間を広げてみま

しょう。

講師：江口真理、鎌田以都子

持ち物：筆記用具

12名（高校生以上）

500円（飲料代を含む）

テキスト代：1760円（税込み、初めて受講の際にお支払いく

ださい。）

県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/2(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

リフレッシュ健康体操 2023/9/2(土)

10:00～11：00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

疲れやすいなど健康状態が気になる。年齢とともにアチコチ

が痛い。日頃の運動不足を解消したい。…「リフレッシュ健

康体操」はゆったりとした体操で身体を動かすことにより、

体液の循環を促して筋肉だけでなく内臓の働きも活発にする

ことをねらいとしています。運動が苦手な方、高齢の方も無

理なく練習できます。この講習は、どの回から参加しても構

いません。ご夫婦や友達を誘ったりして、気軽にお申込みく

ださい。

持ち物：ヨガマット（お持ちで無い方には無料でお貸しいた

します。）

※運動できる服装でお越しください。

講師：長内真理（コンテンポラリーダンサー）

15名（小学生以上）※小学生は保護者同伴で参加ください。

500円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/2(土)～

スポーツ・健康

楽しく歩こう！棟方志功生誕120年記念

石碑巡りウォーク

2023/9/5(火)

集合10：00

解散12:30頃

集合場所：合浦公園

正面東屋前

青森市

合浦公園

正面東屋前

同行：FUN WALK 青森スタッフ/ガイド

レンタル：ノルディックポール無料レンタルあり

持参物：汗拭きタオル　飲み物

服装：運動靴・動きやすい服装、装備・帽子・手袋

他：小雨決行/大雨警報中止/登山は雨天中止

参加費５00円

市営バス代別

FUN WALK青森

メール:walk1212.yoyaku@gmail.com 

電話：090-3524-7767

fax:017-752-6704

https://funwalk.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/5(火)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/9/8(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/8(金)～

趣味・芸術

あおもり県民カレッジ　映画鑑賞会　

「ジェーン・エア」　

2023/9/9(土)

13:30～(開場13:00)

青森市

青森県総合社会教育センター

2階大研修室

孤児ジェーンが、家庭教師として住み込んだ家の住人と結ば

れるまでを描いた作品

（1940年　アメリカ　96分）

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/9(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

子どもの映写会

なかよしおばけ

「おばけパーティ 」

2023/9/10(日)

開演時間：10時

（開場は20分前から）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

対象年齢：幼児から小学校低学年まで

定員：25人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/10(日)～

スポーツ・健康

体験！「奇跡の鎌田式ウォーキング」

-速歩き・遅歩き・幅広歩行・ピッチ歩行-

-「奇跡の鎌田式ウォーキング」(著者：鎌田 寛)を参考に実施－

2023/9/12(火)

時間：10：30～11：30

場所：青森県総合社会教育センター「屋外

ウォーキングコース」

（青森県立図書館奥にある屋外コース）

青森市

青森県総合社会教育センター「屋外ウォー

キングコース」

※都合の良い日にいつでも何回でも参加できます。

※ただし、雨天時は実施しません。

※スポーツ保険には加入しておりませんので、健康&交通安全

に気を付けてご参加して下さい。

持ち物：運動できる服装&ズック、飲み物、汗拭きタオル

主催&一緒に歩く人：渋谷　清光（青森市筒井・電話090-

4633-7465）（全日本ノルディック・ウォーク連盟　公認指

導員・青森市健康づくりリーダー）

募集人数：10名程度

事前申告は不要です。直接会場にお越しください。

参加費無料

渋谷　清光

Tel：090-4633-7465内容

定員

料金

申込期日

2023/9/12(火)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

中央市民センター　おとなの映写会

「ローマの休日」　118分　1953年(字幕版)

2023/9/15(金)

開演時間10：00

（開場は30分前）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

イタリアのローマを表敬訪問した某国の王女が、滞在先から

飛び出し身分を隠して一人でローマ市内を散策している時に

出会った新聞記者との1日の恋

を描いた作品。

50人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL：017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/15(金)～

学術・教養

令和５年度古文書講座（解読講座） 2023/6/3(土)

6/3・6/17・7/1・7/15・8/5・8/19・9/2・

9/16

（※6/18以降は13:30～16:00）（合計8回15

講義）

青森市

青森県立図書館　４階集会室

解読講座は、入門講座で習得した知識・技術を応用し、各分

野の近世史料の解読を通して、郷土の歴史への認識をより深

めっていこうという内容です。

年会費3000円（10月～３月の後期講座も継続受講できます）

ほかにテキスト代として

入門、解読講座それぞれ2500円が必要（両講座受講の場合併

せて4000円）です。開講式当日に受付でお支払いください。

35名

※定員を超えない限り当日受付可

年会費3000円

講座受講費2500円

（入門講座と解読講座両方受ける場合4000円）

青森古文書読解研究会事務局

TEL:017-738-7982

FAX:017-738-7982

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/16(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

学術・教養

令和５年度古文書講座（入門講座） 2023/6/3(土)

6/3・6/17・7/1・7/15・8/5・8/19・9/2・

9/16

（※6/18以降は10:00～12:30）（合計8回15

講義）

青森市

青森県立図書館　４階集会室

初心者を対象に古文書解読の基礎的な知識・技術の習得を目

指し、比較的平易な各種文書の解読に挑戦するなかで、専門

的分野にもある程度触れることができる内容とします。

年会費3000円（10月～３月の後期講座も継続受講できます）

ほかにテキスト代として

入門、解読講座それぞれ2500円が必要（両講座受講の場合併

せて4000円）です。開講式当日に受付でお支払いください。

20名

※定員を超えない限り当日受付可

年会費3000円

講座受講費2500円

（入門講座と解読講座両方受ける場合4000円）

青森古文書読解研究会事務局

TEL:017-738-7982

FAX:017-738-7982

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/16(土)～

生活・福祉

親子で学ぶアンガーマネジメントキッズ講座 2023/9/16(土)

13：00～14：00

青森市

青森県総合社会教育センター　2階　第3研

修室

・怒るときのルールって？

・いろんな感情があることを確認しよう

・怒りの感情を表してみよう

・おちつく方法を体験してみよう

「講師　町屋宗邦」

※風邪症状のある方、熱のある方は参加をお控えください。

※検温、アルコール消毒にご協力ください。

持物：アンガーマネジメントキッズワークブック、筆記用具

※１回のみの受講も可能です。

対象：5歳～小学生以下の子どもと保護者

定員：親子8組（16名まで）

テキスト代：初回のみ1000円（アンガーマネジメントキッズ

ワークブック）

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/16(土)～

53/89 ページ青森県学習情報提供サイト　ありすネット　https://www.alis.pref.aomori.lg.jp/doc

https://www.manabi-aomori.com/


講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

楽しく歩いて気持ちも体も健康に！

健活ウォーキング

in青森県総合運動公園

2023/9/19(火)

受付開始9：15

開始9：30→終了11：00頃

青森市

青森県総合運動公園

青森県青森市安田近野234-7

集合場所：公園内、第一駐車場（プール

横）
・ノルディック・ウォーキング、通常ウォーキングどちらで

も参加可能

・身体に負担のない歩き方、運動効果を高める歩き方を実践

レンタル：ノルディックポール無料レンタルあり

持参物：汗拭きタオル、飲み物

服装：運動靴・動きやすい服装・帽子・手袋

他：小雨決行、大雨警報中止

初めての方も大歓迎

参加費500円（保険料）

FUN WALK青森

メール:walk1212.yoyaku@gmail.com 

電話：090-3524-7767

fax:017-752-6704

https://funwalk.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/19(火)～

趣味・芸術

遠州流茶道講座　 講師　柴田宗桃　遠州流茶道上席家元補佐 2023/9/21(木)

14：00～17：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　和室

遠州流の薄茶のお点前を学ぶことができます

※立礼もあります

持物：ふくさ、扇子、懐紙、楊枝

（お持ちでない方はお申込みの際にお知らせ下さい。）

定員：１５名

材料費800円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/21(木)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/9/22(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/22(金)～

趣味・芸術

語って、叫んで、笑って！あなたもアマチュア「声優」に挑戦！

声劇（ドラマリーディング）体験講座　

第６回　「ブレーメンの音楽隊」グリム童話ほか

2023/9/24(日)

時間：9：30～12：30

青森市

青森県総合社会教育センター

２F　第３研修室

一回ごとの単発講座なので、好きな回だけに参加してもいい

し、全ての回に参加してもOK！さあ、きみもLet'sステージ‼

持物：筆記用具

定員：15名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/24(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

ドラえもんの日本史ポケット講座　「幕末の政局」「会津一王城

の護衛者」

2023/9/24(日)

10:00～12:00

青森市

青森県総合社会教育センター   2階　第6研

修室

ドラえもんのポケットのように、恐竜の化石や江戸時代の本

物の和本、火縄銃、生糸など歴史的な「実物」を実際に手に

取りながら、自分で想像し楽しく古代から太平洋戦争までの

日本史を学ぶことができます。

一生に一度の感動を体験してみませんか？

30名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/24(日)～

趣味・芸術

コンテナガーデン講座　ハロウィンの寄せ植え 2023/9/24(日)

持ち物；エプロン、具無手袋、シャベル、持ち

帰り用袋

青森市

場所：青森県総合社会教育センター3階　

第一工作室

季節の植物・花の特徴を学び、寄せ植えをして育ててみま

しょう。完成したコンテナガーデンは持ち帰り、ご自宅での

成長も楽しめます。

15名

材料費1300円

【植物苗3～5ポット】

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/9/24(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

体験！「奇跡の鎌田式ウォーキング」

-速歩き・遅歩き・幅広歩行・ピッチ歩行-

-「奇跡の鎌田式ウォーキング」(著者：鎌田 寛)を参考に実施－

2023/9/26(火)

時間：10：30～11：30

場所：青森県総合社会教育センター「屋外

ウォーキングコース」

（青森県立図書館奥にある屋外コース）

青森市

青森県総合社会教育センター「屋外ウォー

キングコース」

※都合の良い日にいつでも何回でも参加できます。

※ただし、雨天時は実施しません。

※スポーツ保険には加入しておりませんので、健康&交通安全

に気を付けてご参加して下さい。

持ち物：運動できる服装&ズック、飲み物、汗拭きタオル

主催&一緒に歩く人：渋谷　清光（青森市筒井・電話090-

4633-7465）（全日本ノルディック・ウォーク連盟　公認指

導員・青森市健康づくりリーダー）

募集人数：10名程度

事前申告は不要です。直接会場にお越しください。

参加費無料

渋谷　清光

Tel：090-4633-7465内容

定員

料金

申込期日

2023/9/26(火)～

スポーツ・健康

体験！「奇跡の鎌田式ウォーキング」

-速歩き・遅歩き・幅広歩行・ピッチ歩行-

-「奇跡の鎌田式ウォーキング」(著者：鎌田 寛)を参考に実施－

2023/10/9(月)

時間：10：30～11：30

場所：青森県総合社会教育センター「屋外

ウォーキングコース」

（青森県立図書館奥にある屋外コース）

青森市

青森県総合社会教育センター「屋外ウォー

キングコース」

※都合の良い日にいつでも何回でも参加できます。

※ただし、雨天時は実施しません。

※スポーツ保険には加入しておりませんので、健康&交通安全

に気を付けてご参加して下さい。

持ち物：運動できる服装&ズック、飲み物、汗拭きタオル

主催&一緒に歩く人：渋谷　清光（青森市筒井・電話090-

4633-7465）（全日本ノルディック・ウォーク連盟　公認指

導員・青森市健康づくりリーダー）

募集人数：10名程度

事前申告は不要です。直接会場にお越しください。

参加費無料

渋谷　清光

Tel：090-4633-7465内容

定員

料金

申込期日

2023/10/9(月)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/10/13(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/13(金)～

趣味・芸術

ふたご・みつごのひろば　つぃんくる　[おもちゃで遊ぼう！]多

胎児以外も参加

2023/10/15(日)

10:30～12:00

青森市

アピオあおもり　保健指導室

ふたごちゃん、みつごちゃんの子育ては、喜びも大きい反

面、同じ年齢の子を同時期の育てなければならない大変さ、

戸惑い、悩みも少なくないのではないでしょうか。お子さん

を遊ばせながら、多胎児を持つ親同士、思いを共有したり情

報交換してみませんか？

申込：メール・電話・アピオあおもり受付

定員：18名

参加費無料

アピオあおもり　保健指導室

TEL:017－732-1011

Fax：017-732-1073

mail:kodomo-ouen@apio.pref.aomori.jp

http://www.apio.pref.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/15(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

季節を彩るトールペイント講座 2023/10/18(水)

10：00～12：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　第一

工作室

お花や風景など下絵をトレースして描いていくので、初心者

でも上手に仕上がります。生活に彩を添える作品を楽しみな

がら作りましょう。

持物：エプロン、持ち帰り用袋

定員：１０名

(準備の都合により、3日前までの申込をお願いします)

材料費1000円程度

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/18(水)～

趣味・芸術

遠州流茶道講座　 講師　柴田宗桃　遠州流茶道上席家元補佐 2023/10/19(木)

14：00～17：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　和室

遠州流の薄茶のお点前を学ぶことができます

※立礼もあります

持物：ふくさ、扇子、懐紙、楊枝

（お持ちでない方はお申込みの際にお知らせ下さい。）

定員：１５名

材料費800円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/19(木)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

リフレッシュ健康体操 2023/10/21(土)

10:00～11：00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

疲れやすいなど健康状態が気になる。年齢とともにアチコチ

が痛い。日頃の運動不足を解消したい。…「リフレッシュ健

康体操」はゆったりとした体操で身体を動かすことにより、

体液の循環を促して筋肉だけでなく内臓の働きも活発にする

ことをねらいとしています。運動が苦手な方、高齢の方も無

理なく練習できます。この講習は、どの回から参加しても構

いません。ご夫婦や友達を誘ったりして、気軽にお申込みく

ださい。

持ち物：ヨガマット（お持ちで無い方には無料でお貸しいた

します。）

※運動できる服装でお越しください。

講師：長内真理（コンテンポラリーダンサー）

15名（小学生以上）※小学生は保護者同伴で参加ください。

500円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/21(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

外国語・国際理解

あおもりEカフェ 2023/10/21(土)

14:00～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター

２階　第三研修室

外国の人から話しかけられたけれど、何て答えたらよいのか

分からない。何を聞かれたのか分かるけれど、うまく説明で

きない。・・・・「あおもりEカフェ」は英語で話してみたい

という人を対象とした実用英会話教室です。一回一時間の短

い講習なので、楽しく、無理なく学習できます。各回１テー

マで実施しますので、どの回からでも参加しても構いませ

ん。英会話のレッスンを通じて、学びの仲間を広げてみま

しょう。

講師：江口真理、鎌田以都子

持ち物：筆記用具

12名（高校生以上）

500円（飲料代を含む）

テキスト代：1760円（税込み、初めて受講の際にお支払いく

ださい。）

県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/21(土)～

趣味・芸術

ドラえもんの日本史ポケット講座　「日清・日露戦争」（八甲田

山雪中行軍）

2023/10/22(日)

10:00～12:00

青森市

青森県総合社会教育センター   2階　第6研

修室

ドラえもんのポケットのように、恐竜の化石や江戸時代の本

物の和本、火縄銃、生糸など歴史的な「実物」を実際に手に

取りながら、自分で想像し楽しく古代から太平洋戦争までの

日本史を学ぶことができます。

一生に一度の感動を体験してみませんか？

30名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/22(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

コンテナガーデン講座　多肉植物の寄せ植え 2023/10/22(日)

持ち物；エプロン、具無手袋、シャベル、持ち

帰り用袋

青森市

場所：青森県総合社会教育センター3階　

第一工作室

季節の植物・花の特徴を学び、寄せ植えをして育ててみま

しょう。完成したコンテナガーデンは持ち帰り、ご自宅での

成長も楽しめます。

15名

材料費1300円

【植物苗3～5ポット】

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/22(日)～

スポーツ・健康

体験！「奇跡の鎌田式ウォーキング」

-速歩き・遅歩き・幅広歩行・ピッチ歩行-

-「奇跡の鎌田式ウォーキング」(著者：鎌田 寛)を参考に実施－

2023/10/23(月)

時間：10：30～11：30

場所：青森県総合社会教育センター「屋外

ウォーキングコース」

（青森県立図書館奥にある屋外コース）

青森市

青森県総合社会教育センター「屋外ウォー

キングコース」

※都合の良い日にいつでも何回でも参加できます。

※ただし、雨天時は実施しません。

※スポーツ保険には加入しておりませんので、健康&交通安全

に気を付けてご参加して下さい。

持ち物：運動できる服装&ズック、飲み物、汗拭きタオル

主催&一緒に歩く人：渋谷　清光（青森市筒井・電話090-

4633-7465）（全日本ノルディック・ウォーク連盟　公認指

導員・青森市健康づくりリーダー）

募集人数：10名程度

事前申告は不要です。直接会場にお越しください。

参加費無料

渋谷　清光

Tel：090-4633-7465内容

定員

料金

申込期日

2023/10/23(月)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

楽しく歩いて気持ちも体も健康に！

健活ウォーキング

in青森県総合運動公園

2023/10/24(火)

受付開始9：15

開始9：30→終了11：00頃

青森市

青森県総合運動公園

青森県青森市安田近野234-7

集合場所：公園内、第一駐車場（プール

横）
・ノルディック・ウォーキング、通常ウォーキングどちらで

も参加可能

・身体に負担のない歩き方、運動効果を高める歩き方を実践

レンタル：ノルディックポール無料レンタルあり

持参物：汗拭きタオル、飲み物

服装：運動靴・動きやすい服装・帽子・手袋

他：小雨決行、大雨警報中止

初めての方も大歓迎

参加費500円（保険料）

FUN WALK青森

メール:walk1212.yoyaku@gmail.com 

電話：090-3524-7767

fax:017-752-6704

https://funwalk.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/24(火)～

趣味・芸術

中央市民センター　おとなの映写会

「わが谷は緑なりき」　118分　1941年(吹替版)

2023/10/27(金)

開演時間10：00

（開場は30分前）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

アメリカの人間ドラマ映画。19世紀末のイギリス・ウェール

ズ地方のある炭坑町を舞台に、善意と誠実さを貫いて生きる

人間の姿と魂を描いた作品

50人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL：017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/27(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/10/27(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/27(金)～

趣味・芸術

あおもり県民カレッジ　映画鑑賞会　

「毒薬と老嬢」　

2023/10/28(土)

13:30～(開場13:00)

青森市

青森県総合社会教育センター

2階大研修室

偶然伯母たちの部屋で死体を発見することから始まるサスペ

ンス

（1944年　アメリカ　１１８分）

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/28(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

子どもの映写会

ポケモン

「トゲピーはだれのもの？」

（英語版・日本語字幕）

2023/10/29(日)

開演時間：10時

（開場は20分前から）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

対象年齢：幼児から小学校低学年まで

定員：25人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-TEL 017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/10/29(日)～

学術・教養

青森中央学院大学　まちなかキャンパス　公開講座2023

第五回「フレイル予防で目指そう！健康長寿！」

2023/11/4(土)

10:00～11:30

青森市

青森商工会議所1階 AOMORI STARTUP 

CENTER

講師/青森中央学院大学

看護学部助教授（公衆衛生看護学）山上　順矢

会場/青森商工会議所1階AOMORI STARTUP CENTER

お申込み方法：メール・お電話のお申込み先まで、お名前/電

話番号/参加希望講座をお知らせください。

対象：一般

定員：30名

無料

青森中央学院大学公開講座担当

TEL：017-728-0131

https://www.aomoricgu.ac.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/4(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

リフレッシュ健康体操 2023/11/4(土)

10:00～11：00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

疲れやすいなど健康状態が気になる。年齢とともにアチコチ

が痛い。日頃の運動不足を解消したい。…「リフレッシュ健

康体操」はゆったりとした体操で身体を動かすことにより、

体液の循環を促して筋肉だけでなく内臓の働きも活発にする

ことをねらいとしています。運動が苦手な方、高齢の方も無

理なく練習できます。この講習は、どの回から参加しても構

いません。ご夫婦や友達を誘ったりして、気軽にお申込みく

ださい。

持ち物：ヨガマット（お持ちで無い方には無料でお貸しいた

します。）

※運動できる服装でお越しください。

講師：長内真理（コンテンポラリーダンサー）

15名（小学生以上）※小学生は保護者同伴で参加ください。

500円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/4(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

外国語・国際理解

あおもりEカフェ 2023/11/4(土)

14:00～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター

２階　第三研修室

外国の人から話しかけられたけれど、何て答えたらよいのか

分からない。何を聞かれたのか分かるけれど、うまく説明で

きない。・・・・「あおもりEカフェ」は英語で話してみたい

という人を対象とした実用英会話教室です。一回一時間の短

い講習なので、楽しく、無理なく学習できます。各回１テー

マで実施しますので、どの回からでも参加しても構いませ

ん。英会話のレッスンを通じて、学びの仲間を広げてみま

しょう。

講師：江口真理、鎌田以都子

持ち物：筆記用具

12名（高校生以上）

500円（飲料代を含む）

テキスト代：1760円（税込み、初めて受講の際にお支払いく

ださい。）

県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/4(土)～

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/11/10(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/10(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

あおもり県民カレッジ　映画鑑賞会　

「誰が為に鐘は鳴る」　

2023/11/11(土)

13:30～(開場13:00)

青森市

青森県総合社会教育センター

2階大研修室

スペイン内乱を背景に、アメリカ青年の英雄的な死と灼熱的

な恋を描く　＜途中休憩あり＞

（1843年　アメリカ　160分）

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/11(土)～

趣味・芸術

子どもの映写会

16ｍｍ映画

「くまのおいしゃさん」

2023/11/12(日)

開演時間：10時

（開場は20分前から）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

対象年齢：幼児から小学校低学年まで

定員：25人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/12(日)～

趣味・芸術

コンテナガーデン講座　クリスマスのお花の寄せ植え 2023/11/12(日)

持ち物；エプロン、具無手袋、シャベル、持ち

帰り用袋

青森市

場所：青森県総合社会教育センター3階　

第一工作室

季節の植物・花の特徴を学び、寄せ植えをして育ててみま

しょう。完成したコンテナガーデンは持ち帰り、ご自宅での

成長も楽しめます。

15名

材料費1300円

【植物苗3～5ポット】

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/12(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

遠州流茶道講座　 講師　柴田宗桃　遠州流茶道上席家元補佐 2023/11/16(木)

14：00～17：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　和室

遠州流の薄茶のお点前を学ぶことができます

※立礼もあります

持物：ふくさ、扇子、懐紙、楊枝

（お持ちでない方はお申込みの際にお知らせ下さい。）

定員：１５名

材料費800円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/16(木)～

趣味・芸術

ドラえもんの日本史ポケット講座　「恐慌と満州事変」「二中戦

争」

2023/11/19(日)

10:00～12:00

青森市

青森県総合社会教育センター   2階　第6研

修室

ドラえもんのポケットのように、恐竜の化石や江戸時代の本

物の和本、火縄銃、生糸など歴史的な「実物」を実際に手に

取りながら、自分で想像し楽しく古代から太平洋戦争までの

日本史を学ぶことができます。

一生に一度の感動を体験してみませんか？

30名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/19(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

楽しく歩いて気持ちも体も健康に！

健活ウォーキング

in青森県総合運動公園

2023/11/21(火)

受付開始9：15

開始9：30→終了11：00頃

青森市

青森県総合運動公園

青森県青森市安田近野234-7

集合場所：公園内、第一駐車場（プール

横）
・ノルディック・ウォーキング、通常ウォーキングどちらで

も参加可能

・身体に負担のない歩き方、運動効果を高める歩き方を実践

レンタル：ノルディックポール無料レンタルあり

持参物：汗拭きタオル、飲み物

服装：運動靴・動きやすい服装・帽子・手袋

他：小雨決行、大雨警報中止

初めての方も大歓迎

参加費500円（保険料）

FUN WALK青森

メール:walk1212.yoyaku@gmail.com 

電話：090-3524-7767

fax:017-752-6704

https://funwalk.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/21(火)～

趣味・芸術

中央市民センター　おとなの映写会

「ゾラの生涯」　116分　1937年（吹替版)

2023/11/24(金)

開演時間10：00

（開場は30分前）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

アメリカの伝記映画。フランスの文豪エミール・ゾラの伝記

を基に、貧乏暮らしを抜け出して、大作家の道を進み社会主

義への関心を深めていくなど、実

話をドラマ化した作品

50人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL：017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/24(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

あ・お・も・り塾

ウォーキング講座

2023/11/24(金)

10：30～11：30

青森市

青森県総合社会教育センター　西側屋外

ウォーキングコース

・ノルディック・ウォーク&ウォーキングの実践

・「奇跡の鎌倉式ウォーキング」の体験（予定）

・健康に関するミニ講座（健康情報等のお知らせ）

・自宅でできる簡単なストレッチ等（スクワット・かかと落

とし等）

持ち物：飲み物、汗拭きタオル

※雨天中止

１５名（事前申込）

何回でも参加できます！

(ミニ講座の内容は毎回異なります)

無料

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/11/24(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

リフレッシュ健康体操 2023/12/2(土)

10:00～11：00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

疲れやすいなど健康状態が気になる。年齢とともにアチコチ

が痛い。日頃の運動不足を解消したい。…「リフレッシュ健

康体操」はゆったりとした体操で身体を動かすことにより、

体液の循環を促して筋肉だけでなく内臓の働きも活発にする

ことをねらいとしています。運動が苦手な方、高齢の方も無

理なく練習できます。この講習は、どの回から参加しても構

いません。ご夫婦や友達を誘ったりして、気軽にお申込みく

ださい。

持ち物：ヨガマット（お持ちで無い方には無料でお貸しいた

します。）

※運動できる服装でお越しください。

講師：長内真理（コンテンポラリーダンサー）

15名（小学生以上）※小学生は保護者同伴で参加ください。

500円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/2(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

外国語・国際理解

あおもりEカフェ 2023/12/2(土)

14:00～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター

２階　第三研修室

外国の人から話しかけられたけれど、何て答えたらよいのか

分からない。何を聞かれたのか分かるけれど、うまく説明で

きない。・・・・「あおもりEカフェ」は英語で話してみたい

という人を対象とした実用英会話教室です。一回一時間の短

い講習なので、楽しく、無理なく学習できます。各回１テー

マで実施しますので、どの回からでも参加しても構いませ

ん。英会話のレッスンを通じて、学びの仲間を広げてみま

しょう。

講師：江口真理、鎌田以都子

持ち物：筆記用具

12名（高校生以上）

500円（飲料代を含む）

テキスト代：1760円（税込み、初めて受講の際にお支払いく

ださい。）

県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/2(土)～

趣味・芸術

コンテナガーデン講座　お正月のおj花の寄せ植え 2023/12/3(日)

持ち物；エプロン、具無手袋、シャベル、持ち

帰り用袋

青森市

場所：青森県総合社会教育センター3階　

第一工作室

季節の植物・花の特徴を学び、寄せ植えをして育ててみま

しょう。完成したコンテナガーデンは持ち帰り、ご自宅での

成長も楽しめます。

15名

材料費1300円

【植物苗3～5ポット】

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/3(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

季節を彩るトールペイント講座 2023/12/6(水)

10：00～12：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　第一

工作室

お花や風景など下絵をトレースして描いていくので、初心者

でも上手に仕上がります。生活に彩を添える作品を楽しみな

がら作りましょう。

持物：エプロン、持ち帰り用袋

定員：１０名

(準備の都合により、3日前までの申込をお願いします)

材料費1000円程度

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/6(水)～

趣味・芸術

遠州流茶道講座　 講師　柴田宗桃　遠州流茶道上席家元補佐 2023/12/21(木)

14：00～17：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　和室

遠州流の薄茶のお点前を学ぶことができます

※立礼もあります

持物：ふくさ、扇子、懐紙、楊枝

（お持ちでない方はお申込みの際にお知らせ下さい。）

定員：１５名

材料費800円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/21(木)～

趣味・芸術

中央市民センター　おとなの映写会

「市民ケーン」　119分　1941年（吹替版)

2023/12/22(金)

開演時間10：00

（開場は30分前）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

アメリカのドラマ映画。新聞王ケーンの生涯をまとめた

ニュース映画を制作するため、新聞記者が取材したケーンの

関係者の証言をもとに描き出された映画。

50人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL：017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/22(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

あおもり県民カレッジ　映画鑑賞会　

「ピーターパン」　

2023/12/23(土)

13:30～(開場13:00)

青森市

青森県総合社会教育センター

2階大研修室

永遠の少年ピーターパンに連れられて夢の国へ旅立った子供

たちの冒険

（2010年　イギリス　77分）

(子供向け)

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/23(土)～

生活・福祉

親子で学ぶアンガーマネジメントキッズ講座 2023/12/23(土)

13：00～14：00

青森市

青森県総合社会教育センター　2階　第3研

修室

・怒るときのルールって？

・いろんな感情があることを確認しよう

・怒りの感情を表してみよう

・おちつく方法を体験してみよう

「講師　町屋宗邦」

※風邪症状のある方、熱のある方は参加をお控えください。

※検温、アルコール消毒にご協力ください。

持物：アンガーマネジメントキッズワークブック、筆記用具

※１回のみの受講も可能です。

対象：5歳～小学生以下の子どもと保護者

定員：親子8組（16名まで）

テキスト代：初回のみ1000円（アンガーマネジメントキッズ

ワークブック）

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/23(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

リフレッシュ健康体操 2023/12/23(土)

10:00～11：00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

疲れやすいなど健康状態が気になる。年齢とともにアチコチ

が痛い。日頃の運動不足を解消したい。…「リフレッシュ健

康体操」はゆったりとした体操で身体を動かすことにより、

体液の循環を促して筋肉だけでなく内臓の働きも活発にする

ことをねらいとしています。運動が苦手な方、高齢の方も無

理なく練習できます。この講習は、どの回から参加しても構

いません。ご夫婦や友達を誘ったりして、気軽にお申込みく

ださい。

持ち物：ヨガマット（お持ちで無い方には無料でお貸しいた

します。）

※運動できる服装でお越しください。

講師：長内真理（コンテンポラリーダンサー）

15名（小学生以上）※小学生は保護者同伴で参加ください。

500円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/23(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

外国語・国際理解

あおもりEカフェ 2023/12/23(土)

14:00～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター

２階　第三研修室

外国の人から話しかけられたけれど、何て答えたらよいのか

分からない。何を聞かれたのか分かるけれど、うまく説明で

きない。・・・・「あおもりEカフェ」は英語で話してみたい

という人を対象とした実用英会話教室です。一回一時間の短

い講習なので、楽しく、無理なく学習できます。各回１テー

マで実施しますので、どの回からでも参加しても構いませ

ん。英会話のレッスンを通じて、学びの仲間を広げてみま

しょう。

講師：江口真理、鎌田以都子

持ち物：筆記用具

12名（高校生以上）

500円（飲料代を含む）

テキスト代：1760円（税込み、初めて受講の際にお支払いく

ださい。）

県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/23(土)～

趣味・芸術

子どもの映写会

冬休み映写会

「ムーミン谷とウィンターワンダーランド」

2023/12/24(日)

開演時間：9：15時

（開場は20分前から）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

対象年齢：幼児から小学校低学年まで

定員：25人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/24(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

ドラえもんの日本史ポケット講座　「太平洋戦争Ⅰ」（開戦から

終戦）

2023/12/24(日)

10:00～12:00

青森市

青森県総合社会教育センター   2階　第6研

修室

ドラえもんのポケットのように、恐竜の化石や江戸時代の本

物の和本、火縄銃、生糸など歴史的な「実物」を実際に手に

取りながら、自分で想像し楽しく古代から太平洋戦争までの

日本史を学ぶことができます。

一生に一度の感動を体験してみませんか？

30名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2023/12/24(日)～

スポーツ・健康

リフレッシュ健康体操 2024/1/6(土)

10:00～11：00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

疲れやすいなど健康状態が気になる。年齢とともにアチコチ

が痛い。日頃の運動不足を解消したい。…「リフレッシュ健

康体操」はゆったりとした体操で身体を動かすことにより、

体液の循環を促して筋肉だけでなく内臓の働きも活発にする

ことをねらいとしています。運動が苦手な方、高齢の方も無

理なく練習できます。この講習は、どの回から参加しても構

いません。ご夫婦や友達を誘ったりして、気軽にお申込みく

ださい。

持ち物：ヨガマット（お持ちで無い方には無料でお貸しいた

します。）

※運動できる服装でお越しください。

講師：長内真理（コンテンポラリーダンサー）

15名（小学生以上）※小学生は保護者同伴で参加ください。

500円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/1/6(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

外国語・国際理解

あおもりEカフェ 2024/1/6(土)

14:00～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター

２階　第三研修室

外国の人から話しかけられたけれど、何て答えたらよいのか

分からない。何を聞かれたのか分かるけれど、うまく説明で

きない。・・・・「あおもりEカフェ」は英語で話してみたい

という人を対象とした実用英会話教室です。一回一時間の短

い講習なので、楽しく、無理なく学習できます。各回１テー

マで実施しますので、どの回からでも参加しても構いませ

ん。英会話のレッスンを通じて、学びの仲間を広げてみま

しょう。

講師：江口真理、鎌田以都子

持ち物：筆記用具

12名（高校生以上）

500円（飲料代を含む）

テキスト代：1760円（税込み、初めて受講の際にお支払いく

ださい。）

県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/1/6(土)～

趣味・芸術

遠州流茶道講座　 講師　柴田宗桃　遠州流茶道上席家元補佐 2024/1/18(木)

14：00～17：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　和室

遠州流の薄茶のお点前を学ぶことができます

※立礼もあります

持物：ふくさ、扇子、懐紙、楊枝

（お持ちでない方はお申込みの際にお知らせ下さい。）

定員：１５名

材料費800円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/1/18(木)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

あおもり県民カレッジ　映画鑑賞会　

「お茶漬けの味」　

2024/1/20(土)

13:30～(開場13:00)

青森市

青森県総合社会教育センター

2階大研修室

倦怠期を迎えた夫婦を取り巻く人々の人間模様を描いた作品

（1952年　日本　115分）

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/1/20(土)～

趣味・芸術

中央市民センター　おとなの映写会

「グレート・ワルツ」　102分　1938年(字幕版)

2024/1/26(金)

開演時間10：00

（開場は30分前）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

19世紀のオーストリアを代表する作曲家ヨハン・シュトラウ

ス2世の生涯を描いた映画。

50人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL：017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2024/1/26(金)～

趣味・芸術

ドラえもんの日本史ポケット講座　「太平洋戦争Ⅱ」（原爆・

731部隊など）

2024/1/28(日)

10:00～12:00

青森市

青森県総合社会教育センター   2階　第6研

修室

ドラえもんのポケットのように、恐竜の化石や江戸時代の本

物の和本、火縄銃、生糸など歴史的な「実物」を実際に手に

取りながら、自分で想像し楽しく古代から太平洋戦争までの

日本史を学ぶことができます。

一生に一度の感動を体験してみませんか？

30名

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/1/28(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

子どもの映写会

16ｍｍ映画

「がんばれスイミー」

2024/1/28(日)

開演時間：10時

（開場は20分前から）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

対象年齢：幼児から小学校低学年まで

定員：25人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2024/1/28(日)～

外国語・国際理解

あおもりEカフェ 2024/2/3(土)

14:00～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター

２階　第三研修室

外国の人から話しかけられたけれど、何て答えたらよいのか

分からない。何を聞かれたのか分かるけれど、うまく説明で

きない。・・・・「あおもりEカフェ」は英語で話してみたい

という人を対象とした実用英会話教室です。一回一時間の短

い講習なので、楽しく、無理なく学習できます。各回１テー

マで実施しますので、どの回からでも参加しても構いませ

ん。英会話のレッスンを通じて、学びの仲間を広げてみま

しょう。

講師：江口真理、鎌田以都子

持ち物：筆記用具

12名（高校生以上）

500円（飲料代を含む）

テキスト代：1760円（税込み、初めて受講の際にお支払いく

ださい。）

県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/2/3(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

リフレッシュ健康体操 2024/2/3(土)

10:00～11：00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

疲れやすいなど健康状態が気になる。年齢とともにアチコチ

が痛い。日頃の運動不足を解消したい。…「リフレッシュ健

康体操」はゆったりとした体操で身体を動かすことにより、

体液の循環を促して筋肉だけでなく内臓の働きも活発にする

ことをねらいとしています。運動が苦手な方、高齢の方も無

理なく練習できます。この講習は、どの回から参加しても構

いません。ご夫婦や友達を誘ったりして、気軽にお申込みく

ださい。

持ち物：ヨガマット（お持ちで無い方には無料でお貸しいた

します。）

※運動できる服装でお越しください。

講師：長内真理（コンテンポラリーダンサー）

15名（小学生以上）※小学生は保護者同伴で参加ください。

500円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/2/3(土)～

趣味・芸術

あおもり県民カレッジ　映画鑑賞会　

「ブロードウェイ・メロディー」　

2024/2/10(土)

13:30～(開場13:00)

青森市

青森県総合社会教育センター

2階大研修室

世界初の前編トーキーによるミュージカル作品

（1929年　アメリカ　100分）

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/2/10(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

遠州流茶道講座　 講師　柴田宗桃　遠州流茶道上席家元補佐 2024/2/15(木)

14：00～17：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　和室

遠州流の薄茶のお点前を学ぶことができます

※立礼もあります

持物：ふくさ、扇子、懐紙、楊枝

（お持ちでない方はお申込みの際にお知らせ下さい。）

定員：１５名

材料費800円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/2/15(木)～

趣味・芸術

中央市民センター　おとなの映写会

「三人の妻への手紙」　103分　1949年(字幕版)

2024/2/16(金)

開演時間10：00

（開場は30分前）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

タイプの異なる3組の夫婦の絆をユーモラスに描いたハリウッ

ド黄金期の傑作映画。3人の若妻に届いた見知らぬ女性からの

手紙が元で起こる浮気騒動を描く人間喜劇。

50人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL：017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2024/2/16(金)～

趣味・芸術

季節を彩るトールペイント講座 2024/2/21(水)

10：00～12：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　第一

工作室

お花や風景など下絵をトレースして描いていくので、初心者

でも上手に仕上がります。生活に彩を添える作品を楽しみな

がら作りましょう。

持物：エプロン、持ち帰り用袋

定員：１０名

(準備の都合により、3日前までの申込をお願いします)

材料費1000円程度

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/2/21(水)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

子どもの映写会

おしりたんてい

「ププッ　かいとう たい たんてい」

2024/2/25(日)

開演時間：10時

（開場は20分前から）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

対象年齢：幼児から小学校低学年まで

定員：25人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2024/2/25(日)～

趣味・芸術

コンテナガーデン講座　寒さに強いお花の寄せ植え 2024/2/25(日)

持ち物；エプロン、具無手袋、シャベル、持ち

帰り用袋

青森市

場所：青森県総合社会教育センター3階　

第一工作室

季節の植物・花の特徴を学び、寄せ植えをして育ててみま

しょう。完成したコンテナガーデンは持ち帰り、ご自宅での

成長も楽しめます。

15名

材料費1300円

【植物苗3～5ポット】

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/2/25(日)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

スポーツ・健康

リフレッシュ健康体操 2024/3/2(土)

10:00～11：00

青森市

青森県総合社会教育センター　3階　和室

疲れやすいなど健康状態が気になる。年齢とともにアチコチ

が痛い。日頃の運動不足を解消したい。…「リフレッシュ健

康体操」はゆったりとした体操で身体を動かすことにより、

体液の循環を促して筋肉だけでなく内臓の働きも活発にする

ことをねらいとしています。運動が苦手な方、高齢の方も無

理なく練習できます。この講習は、どの回から参加しても構

いません。ご夫婦や友達を誘ったりして、気軽にお申込みく

ださい。

持ち物：ヨガマット（お持ちで無い方には無料でお貸しいた

します。）

※運動できる服装でお越しください。

講師：長内真理（コンテンポラリーダンサー）

15名（小学生以上）※小学生は保護者同伴で参加ください。

500円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/3/2(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

外国語・国際理解

あおもりEカフェ 2024/3/2(土)

14:00～15:00

青森市

青森県総合社会教育センター

２階　第三研修室

外国の人から話しかけられたけれど、何て答えたらよいのか

分からない。何を聞かれたのか分かるけれど、うまく説明で

きない。・・・・「あおもりEカフェ」は英語で話してみたい

という人を対象とした実用英会話教室です。一回一時間の短

い講習なので、楽しく、無理なく学習できます。各回１テー

マで実施しますので、どの回からでも参加しても構いませ

ん。英会話のレッスンを通じて、学びの仲間を広げてみま

しょう。

講師：江口真理、鎌田以都子

持ち物：筆記用具

12名（高校生以上）

500円（飲料代を含む）

テキスト代：1760円（税込み、初めて受講の際にお支払いく

ださい。）

県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/3/2(土)～

趣味・芸術

あおもり県民カレッジ　映画鑑賞会　

「地上（ここ）より永遠に」　

2024/3/9(土)

13:30～(開場13:00)

青森市

青森県総合社会教育センター

2階大研修室

アメリカ陸軍組織の腐敗と兵士個々の愛憎を描いた作品

（1953年　アメリカ　118分）

無料

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/3/9(土)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

子どもの映写会

世界の童話

「ジャックと豆の木」「青い鳥」

2024/3/10(日)

開演時間：10時

（開場は20分前から）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

対象年齢：幼児から小学校低学年まで

定員：25人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL 017-734-0164

FAX 017-775-7048

E メール center-

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2024/3/10(日)～

趣味・芸術

ふたご・みつごのひろば　つぃんくる 2024/3/10(日)

10:30～12:00

青森市

アピオあおもり　保健指導室

ふたごちゃん、みつごちゃんの子育ては、喜びも大きい反

面、同じ年齢の子を同時期の育てなければならない大変さ、

戸惑い、悩みも少なくないのではないでしょうか。お子さん

を遊ばせながら、多胎児を持つ親同士、思いを共有したり情

報交換してみませんか？

申込：メール・電話・アピオあおもり受付

定員：18名

参加費無料

アピオあおもり　保健指導室

TEL:017－732-1011

Fax：017-732-1073

mail:kodomo-ouen@apio.pref.aomori.jp

http://www.apio.pref.aomori.jp/

内容

定員

料金

申込期日

2024/3/10(日)～

趣味・芸術

遠州流茶道講座　 講師　柴田宗桃　遠州流茶道上席家元補佐 2024/3/14(木)

14：00～17：00

青森市

青森県総合社会教育エンター　３F　和室

遠州流の薄茶のお点前を学ぶことができます

※立礼もあります

持物：ふくさ、扇子、懐紙、楊枝

（お持ちでない方はお申込みの際にお知らせ下さい。）

定員：１５名

材料費800円

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/3/14(木)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

生活・福祉

親子で学ぶアンガーマネジメントキッズ講座 2024/3/16(土)

13：00～14：00

青森市

青森県総合社会教育センター　2階　第3研

修室

・怒るときのルールって？

・いろんな感情があることを確認しよう

・怒りの感情を表してみよう

・おちつく方法を体験してみよう

「講師　町屋宗邦」

※風邪症状のある方、熱のある方は参加をお控えください。

※検温、アルコール消毒にご協力ください。

持物：アンガーマネジメントキッズワークブック、筆記用具

※１回のみの受講も可能です。

対象：5歳～小学生以下の子どもと保護者

定員：親子8組（16名まで）

テキスト代：初回のみ1000円（アンガーマネジメントキッズ

ワークブック）

青森県総合社会教育センター

あおもり県民カレッジ事務局

Tel：017-739-0900　

Fax：017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/3/16(土)～

趣味・芸術

中央市民センター　おとなの映写会

「グランドホテル」　113分　1932年(吹替版)

2024/3/22(金)

開演時間10：00

（開場は30分前）

青森市

中央市民センター　4階　小ホール

アメリカのドラマ映画。ベルリンにあるホテルで、１日の間

に繰り広げられる色とりどりの人間模様を描く傑作群像劇。

50人（先着順）

無料

中央市民センター　生涯学習支援チーム

TEL：017-734-0164

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-kyouiku/shimin-center/index.html

内容

定員

料金

申込期日

2024/3/22(金)～
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講座名・内容 日時 開催場所 問い合わせ先

趣味・芸術

コンテナガーデン講座　早春のお花の寄せ植え 2024/3/24(日)

持ち物；エプロン、具無手袋、シャベル、持ち

帰り用袋

青森市

場所：青森県総合社会教育センター3階　

第一工作室

季節の植物・花の特徴を学び、寄せ植えをして育ててみま

しょう。完成したコンテナガーデンは持ち帰り、ご自宅での

成長も楽しめます。

15名

材料費1300円

【植物苗3～5ポット】

青森県総合社会教育センター　 あおもり県民カ

レッジ事務局

Tel:017-739-0900

Fax:017-739-2570

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/3/24(日)～

学術・教養

令和５年度　生涯学習・社会教育関係職員研修講座

センター研修【第一回】

2024/5/11(土)

13:00～15：00

青森市

青森県総合社会教育センター　2階　第1研

修室

【講義】「生涯学習・社会教育概論」

講師：岩手県教育委員会

教育委員　新妻　二男　

社会教育の重鎮、新妻二男氏から「生涯学習・社会教育」の

基本的な考え方について御講義いただきます。生涯学習・社

会教育に携わる職員に必要な知識と心得がインプットできま

す。新妻氏が青森県総合社会教育センターに来所しますの

で、この機会をお見逃しなく。

受講方法：A：会場受講（青森県総合社会教育センター　2階

　第1研修室）

B:オンライン受講(Zoom使用)

C:アーカイブ視聴（YouTube使用）

申し込み締め切り：5月2日（火）

＜対象＞市町村教育委員会の生涯学習・社会教育関係職員、

関係団体職員等

無料

青森県総合社会教育センター　教育活動支援課

　社会教育主事　佐々木洋子　

tel:017-739-1270

mail:shoko_sasaki@pref.aomori.lg.jp

https://www.manabi-aomori.com/

内容

定員

料金

申込期日

2024/5/11(土)～
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