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30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　８月 17日、午前
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）

カルチャークラブ

　毎週さまざまな手芸や工作を行い
ます。
▽とき　９月２日（火）～平成 27
年３月 24 日（火）の毎週火曜日、
午前10時～ 11時
▽ところ　南富田町体育センター和
室
▽対象　おおむね60歳以上の市民
▽参加料　１回 300 円（別途材料
費として各回 200 円～ 400 円が
必要。当日徴収します）
※月によって休みの日がありますの
で、詳しくはお問い合わせを。
■問問南富田町体育センター（☎ 34・
6122）

託児付きの育児支援連続講座

▽日程と内容　①９月６日「育児や
家庭で活かせるアロマ」…原田光子
さん（県総合社会教育センター家庭

教育相談員）／② 10月４日「子育
てと衣生活」…安川あけみさん（弘
前大学教育学部教授）／③ 10 月
18 日「子どもの慢性疾患：喘息・
アレルギー」…田中完さん（弘前大
学教育学部教授）／④11月１日「子
育てあるある－子育て井戸端会議
－」…県家庭教育アドバイザー
※①～④とも午前10時半～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階駅
前こどもの広場イベントスペース・
多目的室
▽対象　育児中の人＝ 30人（託児
は15人まで）
▽受講料　無料
▽持ち物　①の講座に参加される人
はフェイスタオル１枚を。託児を利
用される人は、飲み物やおやつ、お
むつなどの持参を。
▽申し込み締切　各開催日の３日前
まで
※詳しくは弘前大学生涯学習教育研
究センターホームページ（http://
culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/
sgcenter/) をご覧ください。
■問問弘前大学生涯学習教育研究セン
ター（☎兼■ＦＦ 39・3146）／駅前
こどもの広場（ヒロロ内、☎ 35・
0156）

初心者硬式テニス教室

▽とき　９月５日～ 10月 31日の
毎週金曜日、午後７時～９時

▽ところ　千年庭球場（小栗山）
▽内容　硬式テニスの基本（スト
ロークなど）
▽対象　大学生以上の市民＝10人
▽参加料　１回500円
▽持ち物　タオル、シューズ（ラケッ
トは貸し出します）
※事前の申し込みが必要。
■問問リベロ津軽スポーツクラブ事務局
（☎ 55・5143、平日の午前 10時
～午後３時）

布ぞうり作り体験教室

　使い古しのタオルや手ぬぐいを
使って布ぞうりを作ります。
▽とき　９月６日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　中学生以上＝20人
※当施設での布ぞうり作り教室に参
加したことがない人を優先します。
▽参加料　無料
▽持ち物　タオル４枚（およそ
35cm× 80cmのもの）、手ぬぐい
２枚（使い古しのもので構いませ
ん）、昼食、動きやすい服装
■問問８月 17 日から、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）へ。
※月曜日は休館日。

■問問弘前商工会議所青年部（☎ 33・
4111）

本とあそぼう
全国訪問おはなし隊
▽とき　９月６日（土）、午後２時
半～３時半（雨天決行）
▽ところ　弘前図書館　東北電力側
正面玄関前（下白銀町）、２階視聴
覚室
▽内容　絵本、児童書を約 550 冊
乗せたキャラバンカーでの自由閲覧
と、おはなし隊によるおはなし会（参
加者へのお土産もあります）
▽対象　おおむね２歳～８歳
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前図書館（☎32・3794）

夜のカヌー教室

▽とき　８月 20 日・27 日、９月
３日の午後６時～７時半
▽ところ　城北ファミリープール
（八幡町１丁目）
▽内容　カヌーの乗り方や漕ぎ方な
どの練習
▽対象　カヌー初心者の市民＝ 10
人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
※汚れてもいい服装でお越しを。
■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

ヨ ガ 教 室

▽とき　８月 30日～９月 27日の
毎週土曜日、午後６時半～７時半
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽内容　普段使っていない体の部分
を動かすことでけがの防止を図り、
硬くなっている体をほぐし、心身の
不調を整え、代謝や免疫力もアップ
します。
▽対象　高校生以上の市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動しやすい服装
■問問８月 28 日までに、電話または

ファクス（住所・氏名・年齢・電話
番号を記入）で、岩木Ｂ＆Ｇ海洋
センター（☎ 82・5700、■ＦＦ 82・
5701）へ。

杖道（じょうどう）体験教室

　杖道とは、杖を使う現代武道です。
▽とき　８月31日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）体育室
▽対象　市民
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、タオル、運動し
やすい服装
■問問弘剣連杖道部事務局（木村さん、
☎携帯090・5832・3694）

県立弘前高等技術専門校
一日技能教室
▽とき　９月６日（土）、午前の部
＝ 10時～正午、午後の部＝１時半
～３時半
▽ところ　県立弘前高等技術専門校
（緑ヶ丘１丁目）
▽内容　①マイカー日常点検／②木
製メモスタンド製作／③ハンギング
ボード製作／④子ども用いす（塩ビ
管）製作／⑤木製ベンチ製作
※このほか、施設公開も行います。
▽定員　①・③・④＝各10人／②・
⑤＝各15人（先着順）
▽参加料　無料
※材料・工具の準備は不要。作業可
能な服装・履物で参加を。
■問問８月 27日～９月３日に、電話ま
たはファクスで、県立弘前高等技術
専門校訓練課（☎ 32・6805、■ＦＦ
35・5104）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
　学ぶ市民のための講座です。
【はじめてのパソコン講座】
▽とき　９月２日・９日・16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＝

弘前法人会女性部会
公開講演会
▽とき　９月４日（木）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽内容　「明治・大正時代の弘前公
園　観櫻会や石垣修理のはなし」
▽講師　宮川慎一郎さん（弘前図書
館館長）
▽定員　70人
▽参加料　無料
■問問８月25日までに、弘前法人会（☎
36・8274、平日の午前９時～午
後５時）へ。

人形劇団プーク
「ピンクのドラゴン」
　弘前市児童文化研究サークル連合
会主催の人形劇公演を開催します。
　日本屈指の人形劇団の公演ですの
で、皆さんぜひおいでください。
▽とき　９月 18日（木）の午後６
時半から（午後６時開場）
▽ところ　貞昌寺（新寺町）
▽参加料　1,000円（３歳以上）
▽問い合わせ・チケット取扱先　貞
昌寺（☎ 32・1082）／弘前市社
会教育協議会（☎31・3010）

ひろさき合コンリーグ
「秋季大会」開催
～秋の夜　店のおすすめ料理と合コ
ンを楽しもう！！～
▽とき　９月 20 日、10 月４日の
午後７時～ 10時半（受け付けは午
後５時半～６時半）
▽ところ　鍛治町・土手町周辺の飲
食店
※約60店舗参加予定
▽参加料（１人 1 日）　男性＝
4,500円、女性＝3,500円
※参加資格など詳細については問い
合わせを。  

 教室・講座
 

　日本女子プロゴルファーの白戸由香さん（弘前学院聖愛高
校出身）、加藤あづみさんが指導します !!
【初心者ゴルフ教室】
　スナッグゴルフを活用したゴルフの基礎技術やマナーなど
の指導が受けられます。
▽とき　９月 13日（土）、午前 10時から正午（午前９時
45分に管理棟前集合）
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清野袋）
▽対象　市内在住の小学生～中校生＝30人程度（先着順）
▽参加料　無料
【ゴルフ教室】
　ゴルフの技術指導が受けられます。
▽とき　９月13日（土）、午後１時半～４時（午後１時15
分に管理棟前集合）
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場
▽対象　市内在住の小学生以上＝20人（先着順）
※コース経験者で、ゴルフ用具一式を持っている人。
▽参加料　無料

【ゴルフコンペ】
　プロ２人による各1ホール同伴の
レッスン指導とコンペを開催します。
▽とき　９月14日（日）、午前８時45分～午後４時ころ（午
前８時にフロント前集合）
▽ところ　津軽カントリークラブ（百沢字裾野）
▽対象　市内在住のコース経験者＝54人（先着順）
※ゴルフ用具一式を持っている人。
▽参加料　1万 2,000 円（カート・キャディー・昼食代を
含む。津軽カントリークラブメンバーは 1万 500円、ジュ
ニア〈高校生まで〉は7,000円）
※詳細については問い合わせを。
▽申し込み方法　９月８日までに、Ｅメールまたはファクス
（氏名〈ふりがな〉・性別・年齢〈学生は学校名・学年〉・電
話番号、参加希望種目名）で申し込みを。
■問問岩木川市民ゴルフ場（リベロ津軽スポーツクラブ事務局、
川村さん、☎兼■ＦＦ 36・7855、■ＥＥ info@libero-sc.com）

日本女子プロゴルファーによるゴルフ教室などを開催
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