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■ＦＦ…ファクス　■ＥＥ…Ｅメール　■ＨＨ…ホームページ　■問問…問い合わせ・申込先

10時～正午
▽内容　バレーボールの基本動作の
習得と健康増進
▽講師　弘前バレーボール協会
▽対象　小学校４年生～中学生＝
50人
～共通事項～
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み　当日会場で受け付け
■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

伝統文化子ども着つけ教室

▽とき　７月26日（土）
　　　　午後１時半～３時
※毎月１～２回、全10回を予定。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　浴衣の着付け・帯結び、日
本の行事、日常のマナー、風呂敷の
使い方など
▽対象　小学校３年生～中学生＝
20人（先着順）
▽参加料　1,000円
▽持ち物　浴衣、半巾帯、小物、足
袋、風呂敷（68㎝）
※貸し出しもします。
▽申し込み方法　ファクスまたはＥ
メールで、住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号・メールアドレスを
記入の上、申し込みください。
■問問青森わごころの会事務局（☎
兼 ■ＦＦ 26・3382、 ■ＥＥ aomori_
wagokoro@yahoo.co.jp、 ■ＨＨ
http://aomori-wagokoronokai.
jimdo.com）

シンフォニー「成年後見制度
を考える会」夏期セミナー
　「親なき後に備える～成年後見制
度」をテーマに開催します。
▽日程と内容
〇７月 26 日（土）、午前９時 45
分＝開講式、午前10時＝講義①「制
度を必要とする人とは～障害者の理
解」、午後１時＝講義②「成年後見
制度と財産管理の実際」
〇７月 27 日（日）、午前 10 時＝
講義③「事前の準備～任意後見制度
と遺言」、午後１時＝講義④「制度

を利用するには」（ＤＶＤ視聴）
※受け付けはいずれも午前９時半か
ら。終了後、修了証授与（全講義修
了者）と懇親会あり。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽対象　全講義受講可能な人
▽定員　各40人程度（先着順）
※事前に予約できます。
▽参加料　2,000円
※懇親会への参加は別途 300 円が
必要。
■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、北川さん、☎兼■ＦＦ 33・
0393）　

肺の日記念市民公開講座

　日本呼吸器学会では、８月１日
を「はいの日」と定め、呼吸器疾患
についての市民公開講座を開催しま
す。
▽とき　８月２日 (土 )　　　　
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▽テーマ　「知っておきたい肺の病
気のあれこれ」
▽内容　「見逃されている肺の病気
ＣＯＰＤと喘息の話」…講師・山内
広平さん／「高齢者の肺炎、その特
徴と予防」…講師・大類孝さん／「肺
がんと喫煙の問題」…講師・中川英
之さん
※講演後に質問コーナーもありま
す。
▽対象　市民＝150人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問問弘前大学医学部循環呼吸腎臓内科
（小田桐さん、當麻〈たいま〉さん、
☎39・5057）

2014東北コンピュータ
専門学校サマー講座
▽とき　８月２日・３日、午前 10
時～正午（受け付けは午前９時半か
ら）
▽ところ　東北コンピュータ専門学
校（上瓦ケ町）
▽内容　①MOS 新試験（Excel）
で学ぶ資料作成…１日目＝はじめて
の Excel 編、２日目＝MOS 試験

第31回レッツウォーク
お山参詣参加者募集 !
　お山参詣
は、昔から受
け継がれてき
た、 五 穀 豊
穣（ほうじょ
う）・家内安
全を岩木山に
祈願する集団登拝行事です。
　レッツウォークお山参詣は、昭和
59年１月に重要無形民族文化財の
指定を受けたことを契機に、一般の
人が気軽に伝統行事に参加できるよ
うにした「体験型ツアー」です。
▽とき　８月24日（日）
▽日程　受付…午前７時半（岩木総
合支所前）／出発…午前８時半／解
散…午後３時ころ（天候により日程
を変更することがあります）
▽定員　300人（先着順）
▽参加料　1,500円
▽その他　服装は上下とも白系統／
約６㎞の歩行になるので、運動靴な
どの歩きやすい履き物で参加してく
ださい。
■問問８月５日までに、レッツウォー
クお山参詣実行委員会事務局
（ 〒 036・1343、 百 沢 字 裾 野
124、岩木山観光協会内、☎ 83・
3000、■ＦＦ 83・3001）へ。

暑中げいことスポーツ教室

【柔道暑中げいこ】
▽とき　７月23日～ 27日
　　　　午前６時～７時半
▽内容　柔道の基本動作の習得と健
康増進
▽講師　弘前柔道協会
▽対象　小学生以上＝50人
【躰道（たいどう）暑中げいこ】
▽とき　７月23日～ 27日
　　　　午前６時～７時半
▽内容　躰道の基本動作の習得と健
康増進
▽講師　弘前市躰道協会
▽対象　小学生以上＝50人
【少年少女バレーボール教室】
▽とき　７月 25 日・26 日の午前

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

対策編／② 40 代・50 代のための
タブレット入門（タブレットは用意
しています）…１日目＝基本操作編、
２日目＝活用（アプリ編）
※２日目だけ参加の場合は基本操作
ができること。
▽対象　高校生以上＝各20人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　７月 25 日まで
に、ホームページ、Ｅメール、はが
き、電話またはファクス（住所・氏
名・電話番号・申し込み講座名・高
校生は学校名・一般の人は年齢を記
入）で、東北コンピュータ専門学校
へ。
※定員になり次第締め切り。
■問問 東北コンピュータ専門学校
（〒 036・8503、上瓦ヶ町 12、
☎ 32・6154、■ＦＦ 32・6155、■ＨＨ
http://www.tcomp.ac.jp、 ■ＥＥ
comp@tcomp.ac.jp）

子どもの水泳教室　

▽日程と対象　７月28日～30日、
８月１日、①午後３時～４時＝２歳
～６歳の未就学児／②午後５時～６
時＝小学生
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁

目）
▽参加料　無料
▽持ち物　水着、水泳帽、タオル、
ゴーグル
■問問参加希望日前日までに、ウイング
弘前（☎38・8131）へ。

夏休み子ども創作講座

　県木のひば材で竹トンボを作ろ
う！
▽とき　８月７日（木）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽講師　藤岡秀雄さん（一級建築大
工技能士）
▽対象　小学生と参加を希望する保
護者
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　１人 500 円（教材代、
当日徴収）
▽持ち物　手ふき用タオル
▽申し込み方法　はがき、ファクス
またはＥメール（住所・氏名〈ふり
がな〉・学年・電話番号・教材数を
記入）で、８月５日（必着）までに
申し込みを。
■問問 中央公民館（〒 036・8356、

下白銀町 19 の４、弘前文化セン
ター内、☎ 33・6561、 ■ＦＦ 33・
4490、 ■ＥＥ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）
※講座をサポートするボランティア
を募集しています。詳しくは問い合
わせを。

第１回さんかくセミナー

　「ふつうに自然なもの～読み聞か
せにゆだねる時間」と題して、絵本
や古典文学、現代書籍などの中から、
女性・役割・生き方などをテーマに
した朗読・読み聞かせを行います。
▽とき　８月３日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）
▽講師　桜川ちはやさん（日本古典
文学研究家・芸術遊び「虹色の部屋」
主宰）
※駐車スペースに限りがありますの
で、できるだけ公共交通機関をご利
用ください。
※当日託児希望の人は、７月 28日
までに申し込みを（無料）。
■問問 市民参画センター（☎ 31・
2500）

 教室・講座
 

 

　市では、結婚を希望する若者の魅力向上を目的とした
「ひろさき恋活（こいかつ）カレッジ～異性とうまく話
せないあなたが４カ月後に驚く変身を遂げる恋愛の秘訣
（ひけつ）講座～」を開催し、恋活を支援します。
▽日程と内容　
① 8月 27日（水）、午後６時半～８時半＝なぜあなた
はモテないのか？大切なのは自分ではなく、相手の自己
重要感
②９月24日（水）、午後６時半～８時半＝「話がクドい」
「話が面白くない」と言われる人のメカニズム
③ 10月 22 日（水）、午後６時半～８時半＝なぜ男は
髪を切った女性に気付かず、気付いても気の利いた一言
が言えないのか？
④11月 26日（水）、午後６時半～８時半＝「着たい服」
と「似合う服」、あなたはどちらを着ていますか？
⑤12月 20日（土）、午後５時～６時半＝怖いのは「フ
ラれる事」ではなく「フラれて傷つく自分」

※⑤の講義終了後、パーティーを開催。
▽ところ　①～④＝ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室
２／⑤＝土手町コミュニティパーク（土手町）
▽対象　原則５回すべてに参加できる市内在住または市
内に勤務する 20代～ 30代の独身の人＝男女各 20人
（学生を除く、応募多数の場合は抽選）
▽参加料　各300円（当日徴収）
※パーティーに参加する場合は別途参加料が必要（男性
4,000円、女性 3,000円）
▽申し込み方法　８月８日（必着）までに、電話または
Ｅメールで、住所・氏名・電話番号・年齢・勤務先をお
知らせください。
■問問 たびすけ（西谷さん、☎ 55・0268、土・日曜
日、祝日を除く、午前９時～午後６時、■ＥＥ info@
tabisuke-hirosaki.jp）

☆ひろさき恋活カレッジ☆
　　　参加者募集


