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（必着）までに金属町体育センター
（〒036・8245、金属町 1の 9）へ。
※家族や友人同士で参加希望の場合
は、はがき１枚で応募可。応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

初めてステップ教室

　有酸素運動の効果で、シェイプ
アップにつながります。
▽とき　６月４日・11 日・18 日
の午後７時～９時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽内容　音楽に合わせて踏み台昇降
運動
▽対象　市内に勤務か居住の働く青
少年（おおむね 35歳まで）＝ 15
人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　室内用シューズ、タオル、
飲み物、運動のできる服装
■問６月２日までに、勤労青少年ホー
ム（☎ 34・4361）へ。

ラケットテニス体験教室

▽とき　６月８日～ 29日の毎週月
曜日、午前10 時～正午
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）アリーナ
▽内容　ストロークからゲームまで
▽対象　市民＝ 10 人（初級者）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　シューズ、タオルなど
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、５月 31日（必着）まで
に、運動公園（〒036・8101、豊
田２丁目３）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定しま
す。
■問運動公園（☎27・6411）

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 12 日・19 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
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　５月 24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）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎ 26・4800）

弘前市ナイターテニス教室

▽とき　６月９日・12日・16日・
19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
※保険料を含む。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）またはホームペー
ジ（http://hirosakitennis.yu-
yake.com/index.html） で 申 し
込みを。　
■問弘前テニスクラブ（原田さん、☎
28・2788）

かけっこ教室

▽とき　６月15日～７月 16日の
毎週月・木曜日、午後４時半～５時
半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽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
ドルなどの用具を使って足を動かす
トレーニング
▽対象　小学校１～４年生＝20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・年齢・連絡先・教室名
を記入し、５月 29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。
※家族や友人同士での参加の場合
は、はがき１枚で応募可。応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問 河西体育センター（ ☎ 38・
3200）

文化グループ講習会

【七宝焼講習会～たった２時間でで
きるステキな七宝焼きアクセサリー
～】
　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
ループ「宝友会」が行う一般向けの
講座です。
▽とき　６月14日（日）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　ペンダントまたはブローチ
の製作
▽定員　20 人（先着順）
▽参加料　1,000 円（材料費として）
▽持ち物　エプロン、筆記用具
▽その他　初心者、経験者は問いま
せん。当日のキャンセルは材料費を
いただきます。
■問５月 26 日までに、電話かファ
クスまたはＥメールで中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

ヨガ教室

▽とき　平成 28年３月までの毎週
水曜日、午前10時半～正午
▽ところ　岩木山総合公園（百沢裾
野）
▽内容　お香が香り、ゆったりとし
た音楽が流れる空間で、心身のこり
をほぐします。
▽参加料　１回 500 円（各自傷害
保険などに加入を）
※初回は無料で体験できます。
▽持ち物　ヨガマット、バスタオル
（貸し出し有り）
▽その他　無料シャトルバスが利用
できます（２日前までに予約が必
要）。詳しくは問い合わせを。
■問岩木山総合公園（☎83・2311）

緊急地震速報を受信した際
の行動訓練
　市では、緊急地震速報を受信した
際の行動訓練を実施します。
　訓練は、防災行政無線より緊急地
震速報を放送しますので、放送を聞
いた人は、頭を守って安全な場所へ
避難するなど、身を守る行動を実践
してみましょう。
▽訓練日時　５月 27 日（水）の

10時 15分ころ
※気象・地震活動の状況等によって
は、訓練を中止することがあります。
▽放送内容の確認方法　放送が聞き
取りにくかった時などは、電話（☎
40・7110）で内容を確認できます。
■問防災安全課（☎40・7100）

「留学生と遊ぼう！キッズア
ジアン・プラス」会員募集
▽活動期間　６月～ 12月の期間に
10回程度、おおむね土曜日の午後
２時間程度（第１回目の活動予定日
は６月６日の午後２時～４時）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽内容　外国の文化、初歩的な会話
を理解するためのゲームや活動、り
んごもぎ体験、調理実習など（第１
回目は留学生と一緒にゲームを交え
た自己紹介をします）
▽対象　市内の小学校４年生～中学
生＝20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具
▽申し込み方法　住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、性別、学校名、
学年、保護者氏名を記入し、５月
29日までに、ファクスまたはＥメー
ルで申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

ヨット・カヌー教室

▽とき　５月 24日～９月６日の毎
週土・日曜日、午前10時～正午
▽ところ　弘前公園西濠
▽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
（先着順）
▽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。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（八幡町
１丁目、☎33・4545）

市民フォークダンス教室

▽とき　６月１日～ 29日までの毎
週月曜日、午後７時～８時半
▽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　室内用シューズ
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市フォークダンス協会事務局
（佐々木さん、☎33・6537）

金属町体育センターの教室

【脳と体を使って楽しく健康教室】
▽とき　６月４日～ 25日の毎週木
曜日、午前10時半～ 11時半
▽内容　脳と体を使った簡単なリズ
ム体操、ゲーム
▽対象　市民＝10人
【ゆったり体力ＵＰストレッチ体操】
▽とき　６月５日～７月 17日の毎
週金曜日、午前10時半～ 11時半
▽内容　ストレッチ体操、筋力ト
レーニング、脳トレ
▽対象　市民＝12人
～共通事項～
▽ところ　金属町体育センター
▽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 28 日

 その他
  

第 10 回古都ひろさき花火の集い

▽とき　６月 20 日（土）、午後７
時半打ち上げ開始
※雨天決行。大雨・強風の場合は順
延します（順延日…21日）。
▽ところ　悪戸河川敷運動場
▽チケット取扱場所　弘前商工会議
所（☎ 33・4111）／岩木山商工
会（☎82・3325）／成岩商店（五
所字野沢、☎84・2012）／イトー
ヨーカドー弘前店（☎ 33・5511）
／さくら野弘前店（☎ 26・1120）
／中三弘前店（☎ 34・3131）／
ヒロロ（☎35・0123）／インター
ネットでも購入可（右記ホームペー
ジから）

※６月 15日以降は弘前商工会議所
のみで販売。
▽その他　当日、会場内で「花火
de 合コン」を開催（チケットは中
三弘前店のみ）。また、開催 10 回
目を記念して、結婚 10周年の夫婦
を無料で招待します（限定100組）。
詳しくは実行委員会へお問い合わせ
ください。
■問い合わせ先　ひろさき市民花火
の集い実行委員会（弘前商工会議所
内、☎ 33・4111、ホームページ
http://www.hiro-hanabi.com/）
※チケットの種類・料金および当日
の駐車場や交通規制など詳しくは、

広報ひろさき５月１日号と同時配布
したチラシをご覧ください。


