暮らしの information
「地質の日」in 弘前 2015
５月 10 日の「地質の日」にちな
み、地質学に関する催しを開催しま
す。
▽とき ５月 10 日（日）、①午前
の部＝ 10 時〜午後０時半、②午後
の部＝１時半〜３時
▽ところ 弘前大学理工学部１号館
（文京町）
▽内容 ①恐竜のペーパークラフト
作成／②講演「石油・石炭とこれか
らの資源」「青森県の活火山」
▽対象 ①小・中学生（小学校低学
年は保護者同伴）＝ 20 人程度（先
着順）／②おおむね高校生以上
▽参加料 無料
▽申し込み方法 ①は氏名・連絡先
を記入し、５月７日までに、ファク
スまたはＥメールで申し込みを。②
は申し込み不要。
問 弘前大学理工学部地球環境学科
■
Ｆ 39・3618、■
Ｅ
（根本さん、☎兼■
nemoto@hirosaki-u.ac.jp）

第３回世界一の桜並木を
ノルディック・ウォーク開催！
▽とき ５月２日（土）、午前９時
〜（小雨決行）
▽ところ 岩木青少年スポーツセン
ター〜岩木山観光協会の桜並木道
▽集合場所 岩木青少年スポーツセ

●弘前市役所

発掘調査速報展
市教育委員会では毎年、道路建設
や史跡整備などに伴い、遺跡の発掘
調査を実施し、その成果を公開して
います。
本展示では、平成 26 年度に調査
した遺跡の中から、平安時代の竪穴
住居跡や溝跡が多数発見された油伝
（２）遺跡（蒔苗字油伝）
、弘前公園
整備に伴う調査を行った津軽氏の居

城・史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城
（下白銀町）などを紹介します。
▽とき ９月 30 日まで、午前９時
〜午後５時
▽ところ 旧弘前市立図書館（下白
銀町、追手門広場内）２階展示コー
ナー
問 文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
■
内、☎ 82・1642）

負担あり）
▽申し込み方法 電話かファクス
で、当日まで（園外プログラムは各
実施日の一週間前まで）に申し込み
を。
▽その他 無料シャトルバスを利用
できます。詳しくは問い合わせを。
問 岩木山総合公園（☎ 83・2311、
■
Ｆ 83・2635）
■

教室・講座
油伝（２）遺跡発掘調査風景

高原を歩こう！
さわやかウオーキング
▽ と き ５ 月 〜 10 月 の 毎 週 木 曜
日、午前 10 時半〜正午
▽ところ 岩木山総合公園（百沢字
裾野）ウォーキングコース
▽内容 ウオーキング（毎月第３木
曜日は、
園外プログラムを行います）
▽園外プログラム（予定） 新緑の
嶽高原たけのこなべウオーキング／
暗門の滝ウオーキング／そうま・星
と森とりんごのみちウオーキング／
ミニ白神ウオーキング／真夏の十二
湖ウオーキングほか
▽参加料 無料（各自傷害保険など
に加入を。園外プログラムは、実費

消防観閲式
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☎ 82・3111 ／●相馬庁舎

☎ 84・2111

Ｆ …ファクス ■
Ｅ …Ｅメール ■
Ｈ …ホームページ ■
問 …問い合わせ・申込先
■

ンター（常盤野字湯段萢）
※受け付けは午前８時から。
▽内容 ノルディック・ウォークま
たはウオーキング（Ａコース＝約７
㎞、Ｂコース＝約 18㎞）
▽参加料 Ａコース＝ 500 円、Ｂ
コース＝ 1,000 円（当日徴収。小
学生〜高校生は無料）
▽服装 運動のできる服装（帽子、
手袋など）
▽持ち物 昼食、飲み物、雨具、ポー
ル（持っている人）
、
入浴道具など
（岩
木青少年スポーツセンターにて入浴
可）
▽ 申 し 込 み 方 法 ４ 月 25 日 ま で
に、ファクス（住所、氏名、連絡先、
生年月日、参加種目、参加コース、
ポールの借用の有無を記入）で申し
込みを。
問 青森県ノルディック・ウォーク
■
連盟（岩木山観光協会内、☎ 83・
Ｆ 83・3001）
3000、■

青森県中弘地区消防協会の定期観閲
式が、市役所周辺と弘前公園内で行わ
れます。消防団員の機械点検や部隊
行進のほか、歴史と伝統を誇る日本一のまとい振
り、はしご乗りの演技を披露します。
▽とき ５月５日（火・祝）
▽内容 第１会場＝市役所周辺（午前７時開始）…機械点検、
放水訓練、車両分列行進／第２会場＝弘前公園内（午前９時
開始）…人員服装点検、まとい振り・はしご乗り演技、式典
【交通規制にご協力を】
当日、会場周辺は一般車両の通行が規制されますので、ご
協力をお願いします。
▽交通規制区域と時間 市役所前〜弘前文化センター（下白
銀町）外堀沿い、午前６時 15 分〜８時半
問 防災安全課（☎ 40・7117）
■

☎ 35・1111 ／●岩木庁舎

車両通行止め区域
（黒塗り部分）
中央高校

市民会館

文化センター

観光館
市役所
消防署

青森地方裁判所
弘前支部

大学病院

リベロ津軽ＳＣゴルフ部門
設立記念イベント
【ジュニア・ビギナー＆レディース
ゴルフ教室】
◎ジュニアゴルフ教室
▽とき ４月 19 日（日）
、午前 10
時〜 11 時半
▽対象 ゴルフに興味のある小学校
１年生〜中学校１年生＝ 10 人（先
着順）
▽持ち物 飲み物、タオル、運動靴、
運動しやすい服装
◎ビギナー＆レディースゴルフ教室
▽とき ４月 19 日（日）
、午後１
時半〜３時
▽対象 高校生〜一般のビギナー、
レディースゴルファー＝ 10 人（先
着順）
▽持ち物 ゴルフクラブ（貸し出し
用あり）
、ゴルフグローブ、飲み物、
タオル、ゴルフウェアもしくは運動
しやすい服装
〜共通事項〜
▽ところ 岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
※雨天時は弘前ゴルフプラザ（新里
字西里見）
▽参加料 500 円
【ゴルフボディフィットネス】
◎ジュニアゴルフ教室
▽とき ４月 25 日（土）
、午前 10
時〜 11 時半
▽対象 ゴルフに興味のある小学校
１年生〜中学校１年生＝ 10 人（先
着順）
◎講習会
①強くなるためのゴルフコンディ
ショニング
▽とき ４月 25 日（土）
、午後１
時半〜３時
▽対象 中学生〜一般の競技ゴルフ

経験者、競技志向者＝ 20 人（先着
順）
②トッププロも実践するゴルフボ
ディの作り方
▽とき ４月 26 日（日）
、午前 10
時〜 11 時半
▽対象 高校生〜一般のビギナー、
レディースゴルファー＝ 20 人（先
着順）
〜共通事項〜
▽ところ 岩木川市民ゴルフ場
※雨天時は弘前ゴルフプラザ（講習
会は雨天時は岩木川市民ゴルフ場管
理棟
▽参加料 500 円
▽持ち物 飲み物、タオル、運動靴、
運動しやすい服装
問 岩 木 川 市 民 ゴ ル フ 場（ ☎ 36・
■
7855）

弘前文学学校 16 期生募集
弘前文学学校では、幅広い年齢層
の人やさまざまな職業の人が集い、
文章の書き方を学んでいます。
講義を受けるだけの人、投稿に挑
戦したい人、出版を考えている人な
ど、学ぶ喜びにチャレンジしてみま
せんか。
▽とき ４月 26 日〜平成 28 年３
月 27 日の毎月第２〜４日曜日、午
前 10 時半〜午後０時半
▽ところ 市民参画センター（元寺
町）３階
▽テーマ 「豊かな人間性と高い志
を備えた人間育成」
▽受講料 ２万円
問 弘前文学学校事務局（渋谷さん、
■
☎ 88・2427）
※あおもり県民カレッジ認定校です。

弘前あすなろジュニア
ソフトテニス教室
▽とき 前期＝４月〜 10 月（40
回を予定）
、
後期＝ 11 月〜３月（20
回を予定）
▽ところ 前期＝運動公園（豊田２
丁目）テニスコート、後期＝青森県
武道館（豊田２丁目）
、市民体育館
（五十石町）
▽対象 ５歳〜中学生
▽参加料 6,000 円（前期・後期
とも）
※前回後期継続者は後期 3,000 円

▽持ち物 ラケット（貸し出し用あ
り）
、テニスシューズ（靴底が平ら
なもの）、汗ふきタオル
※練習日・時間については問い合わ
せを。
問 弘前あすなろジュニアソフトテ
■
ニ ス ク ラ ブ（ 阿 部 さ ん、 ☎ 34・
4451、 清 野 さ ん、 ☎ 携 帯 090・
4317・3804）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【はじめてのパソコン講座】
▽ と き ５ 月 ８ 日・15 日・22 日
の午前 10 時〜午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ 総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容 パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象 パソコン初心者の市民＝
30 人
▽参加料 無料
▽持ち物 筆記用具、昼食
▽受け付け開始 ４月 19 日、午前
８時半〜
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます（受付時間は午後５
時まで）。
【ボランティアサポートスタッフ募集】
市民ボランティアによるパソコン
講座（ウィンドウズ、エクセル、ワー
ドなど）を手伝ってくれるボラン
ティアスタッフを募集します。パソ
コン（ソフト）に関する知識があれ
ば、年齢・経験は問いません。
問 学習情報館
■
（総合学習センター内、
☎ 26・4800）

初心者硬式テニス教室
▽とき ５月１日〜６月 26 日の毎
週金曜日、午後７時半〜９時
▽ところ 運動公園（豊田２丁目）
▽内容 硬式テニスの基本（スト
ロークなど）
▽対象 大学生以上＝ 10 人程度
▽参加料 １回 500 円（保険料を
含む）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物 タオル、シューズ（ラケッ
トは貸し出しします）
問 リベロ津軽スポーツクラブ事務局
■
（☎ 55・5143）
ＨＩＲＯＳＡＫＩ ２０１５.４.１５
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