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第３回「津軽岩木スカイライン
を歩いてみよう会」参加者募集
▽とき　９月７日（日）
※雨天決行。ただし、荒天は中止。
▽集合　午前６時 45分までにＪＲ
弘前駅城東口駐車場前（往復とも専
用貸切バスを利用。帰りは午後２時
15分に岩木山８合目駐車場出発）
▽コース　Ａコース＝ 10㎞／Ｂ
コース＝５㎞
▽対象　小学生以上（小学生は高校
生以上の同伴者が必要）
▽参加料　１人2,000円
※事業が中止になった場合も返納し
ませんので、ご注意を。
▽持ち物　昼食、飲み物、雨具など
▽申し込み方法　８月 20 日まで
に、案内チラシ添付の振込用紙また
は郵便局備え付けの口座振込用紙
に、申込者の住所、氏名、電話番号
を記入し、参加人数分の参加費を納
入してください。
▽口座番号　02250-3-114893
▽加入者名　弘前歩こう会
※体の不自由な人も参加できます

が、事前にご連絡ください。
■問問弘前歩こう会事務局（今井さん、
〒 036・8333、若党町 75 の２、
☎兼■ＦＦ 32・9272）
※平成 26 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

体験学習
「第４回白神山地野遊楽校」
▽とき　９月６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　林道を歩いてみよう／水辺
で遊んでみよう
※内容を変更する場合があります。
▽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人程度（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　８月４日～ 25日
に、電話、ファクスまたはＥメー
ルで、ECOリパブリック白神（☎
88･8808、 ■ＦＦ 88・8809、 ■ＥＥ
jimukyoku@shirakamifund.jp）
へ。
※申込書はホームページ（■ＨＨ
http://www.shirakamifund.
jp/）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、
平日の午前９時～午後６時、８月
13日を除く）

弘前地区環境整備センター
からのお知らせ
【リサイクル
材料でミニ
ハット型小物
入れ作り教
室】
▽定員　15人
▽講師　プラザ棟職員
▽持ち物　牛乳パック１枚（洗って
乾かしたもの）、布（30㎝× 60㎝
程度、小分けで持参の場合は多め
に）、ボタン（直径１㎝～ 1.5㎝程
度）、針と糸
※飾りを付けたい人は、レースやリ
ボンなど持参を。

【生藍染め体験教室】
▽定員　小学校５年生以上＝ 20人
（初めての参加者を優先）
▽講師　斉藤サツ子さん（青森県地
球温暖化防止活動推進員）
▽持ち物　木綿製の布製品１つ（ハ
ンカチ、布のバッグなど）、汚れて
もよい服装
～共通事項～
▽とき　８月９日（土）　
　　　　午前９時半～午後０時半
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388、受付時間は午
前９時～午後４時、月曜日は休み）

水泳教室（クロール）

▽とき　８月 25日～９月 10日の
毎週月・水曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　クロールの呼吸練習
▽対象　25m泳げない市民＝ 15
人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、８月 14 日（必着）
までに、温水プール石川（〒036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問問温水プール石川（☎49・7081）

河西体育センターの教室

【かけっこ教室】
▽とき　８月 22日～９月 24日の
毎週水・金曜日、午後４時半～５時
半
▽内容　走る・跳ぶ・ける・投げる
などの全身運動、ラダー、ミニハー
ドルなど用具を使って足を細かく速
く動かすトレーニング
▽対象　小学校１年生～３年生＝
20人
▽持ち物　飲み物、汗拭きタオル、
室内用シューズ
【筋トレ・脳トレ水中ウオーキング
教室】
▽とき　８月 25日～ 10月６日の

毎週月曜日、午前 10時半～ 11時
半
▽内容　水中ウオーキングの基本か
ら応用まで、水中でのストレッチ、
バランスを重視したトレーニング
▽対象　市民＝15人  
～共通事項～  
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽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
望の教室名１つを記入し、８月 14
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）

第５回ふれあい介護者教室

▽とき　８月26日（火）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　パインハウス岩木（賀田
２丁目）２階会議室ほか
▽テーマ　 「やってみよう !なめら
か介護～正しい介護方法を学ぶ」
▽内容　ベッドや車いすを利用した
介護方法などについてのアドバイス
▽対象　市民＝40人程度
▽参加料　無料
■問問８月 20日までに、松山荘在宅介
護支援センター（工藤さんか成田さ
ん、☎83・2233、82・3330）へ。

ワーク・ライフ・バランス
セミナー
　企業などの経営者・人事担当者の
ワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）に対する理解と行動の
促進を図るためのセミナーを開催し
ます。
▽日程と内容
　８月 27日＝働き方・休み方のア
ドバイス
　９月 24日＝次世代育成支援対策
推進法と助成金について
　10 月 28 日＝ワーク・ライフ・
バランスは企業を強くする！
※共に午後２時～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健

康ホール
▽対象　企業の経営者・人事担当者
など
▽講師　青森労働局職員・社会保険
労務士
▽参加料　無料
▽申し込み方法　電話かファクス
で、子育て支援課へ。
※チラシ兼申込書は同課に備え付け
ているほか、市ホームページからも
ダウンロードできます。
■問問子育て支援課（市役所１階、☎
40・7038、■ＦＦ 39・7003）

北辰堂剣道少年部会員募集

▽とき　毎週月・水・金曜日の午後
５時～６時半
▽ところ　北辰堂（長坂町）
▽対象　小学校２年生～６年生
▽参加料　月額 2,000 円（スポー
ツ安全保険料を含む）
■問問北辰堂剣道少年部（大高さん、☎
携帯090・2954・8277）

金属町体育センターの教室

【気軽にスポーツ体験教室】
▽とき　９月２日～ 10月７日の毎
週火曜日、午前 10時半～正午（９
月16日・23日を除く）
▽対象　市民＝15人
▽内容　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、スト
レッチ体操
▽申込期限　８月20日（必着）
【からだフレッシュ☆ストレッチ体
操教室】
▽とき　９月４日～ 10月９日の毎
週木曜日、午後１時半～２時半
▽内容　体をほぐすストレッチ体
操、自宅で手軽にできる体操の紹介、
簡単な筋力トレーニングでの身体バ
ランスの向上
▽対象　市民＝12人
▽申込期限　８月16日（必着）
～共通事項～
▽ところ　金属町体育センター（金
属町）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗拭きタオル、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

■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

 教室・講座

所・氏名・生年月日・電話番号・希
望の教室名１つを記入し、それぞれ
の申込期限までに、金属町体育セン
ター（〒036･8245、金属町１の９）
へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可。応募多数の場合
は抽選で決定。  
■問問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

プラネタリウムプラネタリウム   
弘前文化センター

８
月
の
投
影
日
程

□…一般投影を午後１時半～、午後
３時～の２回投影
■■…一般投影を午前10時半～、午
後１時半～、午後３時～の３回投影
■■…わくわく☆こどもプラネを午前
10時半～の１回、一般投影を午後
１時半～、午後３時～の２回投影　
■■…スターウィーク特別投影を午前
10時半～、午後１時半～、午後３
時～の３回投影　
■■…休館日

★投影プログラム
【一般投影／45分間】
▽テーマ　はじまりはどこから？～
宇宙の始まり・星の始まり～
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・中
学生、高校生＝ 120円
※ 65歳以上の市民、市内の小・中
学生や障がい者、外国人留学生は無
料。年齢や住所を確認できるものの
提示を。
【わくわく☆こどもプラネ／ 30分
間】
▽テーマ　夏の星空散歩
▽観覧料　無料
【スターウィーク特別投影／30分
間】
▽テーマ　天の川と夏の星たち
▽観覧料　無料
■問問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休館日）

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１～第３土曜日、午前
11時～ 11時半
▽内容　「のりもの」をテーマと
した、絵本の読み聞かせ、紙芝居、
昔話、エプロンシアター、なぞな
ぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
◎だっこでおはなし会
▽とき　８月23日（土）
　　　　午前10時半～ 11時
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊
び、ブックトークなど
▽対象　０歳～３歳の子と保護者
＝15組程度（先着順）
～共通事項～
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前図書館（☎32・3794）

弘前図書館 ８月の
催し
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