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に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・電話番号・生年月日・
希望教室名を記入し、５月 28 日
（必着）までに、河西体育センター
（〒 036・8316、石渡１丁目 19
の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

気軽にスポーツ体験教室

▽とき　６月10日～７月1日の毎
週火曜日、午前 10時半～正午（全
４回）
▽ところ　金属町体育センター（金
属町）
▽内容　体をほぐすストレッチ体操
とクールダウンのストレッチ体操、
ソフトバレーボール、ラケットテニ
ス、スカイクロスなどの簡単なルー
ル説明とゲーム
▽対象　市民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・希
望教室名を記入し、５月 31日まで
に金属町体育センター（〒 036・
8245、金属町１の９）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。  
■問問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

ベテランズセミナー

▽とき　６月12日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　郷土学習講座③「弘前市
の景観づくり～自然 ･歴史・文化と
の調和」
▽講師　市都市政策課職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝60人程度
▽受講料　無料
■問問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■ＦＦ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

８時半から
※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）。
■問問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

子どもの水泳教室

▽とき　６月２日～６日、２～６歳
（未就学児）＝午後３時～４時／小
学生＝午後５時～６時
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽定員　10 人（２～６歳＝５人、
小学生＝５人）
▽参加料　1,080円（２回受講分）
▽持ち物　水着、帽子、バスタオル、
ゴーグル
■問問受講希望日前日までにウイング弘
前（☎38・8131）へ。

らくらくスポーツ体験教室

▽とき　６月3日～７月15日の毎
週火曜日、午前10時～ 11時半
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　簡単なストレッチ体操、気
軽にできる軽スポーツ（ユニカール、
ラケットテニス、ネットネット、リ
ングキャッチなど）
▽対象　市民＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内専用シューズ
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所 ･氏名・生年月日・電話番号・希
望教室名を記入し、５月 25 日ま
でに市民体育館（〒 036・8362、
五十石町７）へ。
■問問市民体育館（☎36・2515）

シニアのための
スポーツ体験教室
▽とき　６月４日～ 25日の毎週水
曜日、午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）競技場・多目的広
場
▽内容　競技場（２回）＝ソフトバ
レーボール、ラージボール卓球／多
目的広場（２回）＝スナッグゴルフ、
ペタンク

※雨天時は、競技場でラケットテニ
スなどを行います。
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
内履き
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・希
望教室名を記入し、５月 29日（必
着）までに、弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（〒 036・8057、八幡町１丁目９
の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。夫婦や
友人同士で参加希望の場合は、はが
き１枚で応募可。
■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

弘前市ナイターテニス教室

▽とき　６月６日・10日・13日・
17日の午後７時～８時半
▽ところ　千年庭球場（小栗山字川
合）
▽内容　硬式テニスの基本ストロー
クなど
▽対象　一般（高校生以上）初級・
中級・上級＝各15人／ジュニア（小
学生）＝10人
▽参加料　一般＝ 2,000 円／ジュ
ニア＝1,000円
※保険料含む。当日徴収します。
▽申し込み方法　５月 30 日ま
でに、Ｅメール（hirote1961@
gmail.com）または弘前テニス
ク ラ ブ ホ ー ム ペ ー ジ（http://
hirosakitennis.yu-yake.com/
index.html）で申し込みを。
■問問弘前テニスクラブ（笹森さん、☎
携帯090・7321・1604）

プールで体力づくり教室

▽とき　６月６日～７月 11日の毎
週金曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水中での体操、ウオーミン
グアップを兼ねた水中ウオーキン
グ、ストレッチ、簡単な筋力トレー
ニング、ゲームなど
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など

2014年弘前大学白神研究会
初夏の観察会
【白神山地の地すべりとサワグルミ
林】
▽とき　６月 7日（土）、午前 10
時～午後２時（雨天決行）
▽集合　アクアグリーンビレッジ
ANMON（西目屋村川原平）駐車
場
※送迎を希望する人は、事前に申し
込みの上、当日の午前９時に弘前大
学（文京町）正門に集合してくださ
い。
▽コース　ブナ林散策路～フナギノ
平
▽対象　小学校４年生以上＝ 20人
（小・中学生は保護者同伴）
▽参加料　１人 1,000 円（テキス
ト代・保険料として）
▽持ち物　雨具、手袋、帽子、トレッ
キングシューズ（ハイキングシュー
ズまたは長靴も可）、虫除け、かゆ
み止め、昼食、飲み物
▽申し込み　６月４日までに弘前大
学白神自然環境研究所（山岸さん、
☎兼■ＦＦ 39・3706）へ。
※定員になり次第締め切ります。
■問問白神マタギ舎（牧田さん、☎兼■ＦＦ
88･1881）

体験学習
「第２回白神山地野遊楽校」
　世界自然遺産白神山地を舞台にし
た体験学習の第２回を開催します。
▽とき　６月21日（土）
　　　　午後１時～３時
▽集合　アクアグリーンビレッジ
ANMON（西目屋村川原平）
▽内容　植物の葉を探してみよう
▽対象　小学校２年生以上の児童と
その保護者（原則、保護者同伴）＝
50名程度（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　５月 19 日～６
月９日に、ファクスまたはＥメー
ルで、ECOリパブリック白神（■ＦＦ
88・8809、 ■ＥＥ jimukyoku@
shirakamifund.jp）へ。
※申込書はホームページからダウン
ロードできます。
■問問 ECOリパブリック白神（百石町、
☎ 88・8808、平日の午前 9時～

午後6時）

東北女子大学公開講座

▽とき　５月24日（土）
　　　　午前11時～午後２時
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「おさかな食育クッキング
～旬の魚いただきます♪～」
▽対象　食育に関心のある親子・一
般＝40人
▽受講料　1組 500円
■問問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289）
※詳細は弘前丸魚ホームページ
（http://www.hmaruuo.co.jp）
をご覧ください。

市民フォークダンス教室

▽とき　５月 26日～６月 23日の
毎週月曜日、午後７時～８時半
※当日会場で受け付け。
▽ところ　大成小学校（御幸町）体
育館
▽内容　世界のフォークダンスの基
礎と踊り方
▽対象　市民
▽参加料　無料
▽持ち物　運動靴（内履き）
■問問弘前市フォークダンス協会事務局
（佐々木さん、☎33・6537）

あおもりいのちの電話
相談員養成講座
～傾聴から始まるカウンセリング基
礎講座（全８回）～
▽とき　５月 31日～７月 19日の
毎週土曜日、午後２時～４時
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）大会議室
▽対象　①あおもりいのちの電話の
相談ボランティアになることを希望
する 20歳～ 65歳の人（４月 1日
現在）　②相談活動、福祉や医療な
どの援助活動にかかわっている人、
または目指している人　③カウンセ
リングについて学びたい人
※②③は年齢不問。
▽定員　30人（先着順）

▽受講料　１万円（前納、分割可）
■問問５月 20日までに、あおもりいの
ちの電話（☎ 38・4343、■ＦＦ 38・
5355、■ＨＨ http://www.inochi-a.
net/）へ。

ヨット・カヌー教室

▽とき　５月 25日～９月７日の毎
週土・日曜日、午前10時～正午
▽ところ　弘前公園西濠ほか
▽内容　ヨット・カヌーの実技と理
論
▽対象　小学校３年生以上＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽その他　使用器材およびテキスト
などは主催者が準備します。
■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（八幡町
１丁目、☎33・4545）

シンフォニー「成年後見制度
を考える会」公開講座
　「精神疾患の理解と成年後見制度」
をテーマに開催します。　
▽とき　６月１日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第３会議室
▽講師　盛由美子さん（日本精神科
看護協会事務局長）
▽定員　40人（先着順）
※事前に予約できます。
▽受講料　500円
■問問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（鎌田さん、☎兼■ＦＦ 38・
1829）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【メール講座】
▽とき　６月３日・10 日の午前
10時～午後３時
※２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　メールの利用方法など
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　５月 18日、午前
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