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サワラの剪定（せんてい）
講習会
　初心者にも分かりやすく説明し、
実技も行います。
▽とき　６月27日（土）、午前10
時～（小雨決行）
▽ところ　亀甲町広場
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　軍手、剪定ばさみ（多少
は主催者側で用意します）
※駐車場はありませんので、公共交
通機関などを利用しておいでくださ
い。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

初心者硬式テニス教室

　テニスに興味のある人や始めたい
と思っている人は、ぜひご参加くだ
さい。
▽とき　７月３日～８月 28日の毎
週金曜日、午後７時半～９時
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
▽内容　硬式テニスの基本（スト
ロークなど）
▽対象　大学生以上＝ 10 人程度
▽参加料　１回 500 円（保険料込
み）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、シューズ
※ラケットは貸し出します。
■問リベロ津軽スポーツクラブ事務局
（☎ 55・5143）

や富士山登山などの野外活動を通し
て交流を深め、「仲間作り」や「チャ
レンジ」の大切さ、友だちと協力し
助け合う楽しさを学びます。
▽とき　８月３日～６日（３泊４日）
▽ところ　静岡県立朝霧野外活動セ
ンター（富士宮市根原）
▽対象　小学校３年生～中学校３年
生＝ 100 人（日本人＝ 80 人／外
国人＝20人）
▽内容　富士山登山、テント生活体
験、野外炊飯体験、野宿体験など
▽参加料　プログラム参加費＝ 3
万 4,000 円／旅費…小学生＝ 3万
2,000 円、中学生＝５万円
※旅費は新青森駅発の場合。別途見
積もりも可。
▽申し込み期限　７月10日（金）
※詳しくはホームページをご覧にな
るか、問い合わせを。
■問国際青少年研修協会（☎東京
03・6417・9721、 ■Ｅ info@
kskk.or.jp、 ■Ｈ http://www.
kskk.or.jp）　

みちぎんキッズスクール
夏休み親子見学会
▽とき　７月29日（水）、午前10
時～午後０時45分
▽ところ　みちのく銀行弘前営業部
（代官町）
▽内容　銀行を見学し、銀行が果た
す役割など、金融・経済への理解を
深めます。
▽対象 市内の小学生とその保護者
＝20組（先着順）
▽参加費　無料
■問７月 22 日までに、電話または
ファクス（住所・氏名・学校名・学
年・電話番号・保護者氏名を記入）で、
みちのく銀行広報室（☎青森017・
774・1274、■Ｆ青森 017・774・
2591）へ。
※この事業は、市の人口減少対策に
賛同したみちのく銀行が実施するも
のです。

第１回岩木川市民ゴルフ場
マッチプレー選手権
▽とき　７月～９月の３カ月間
※集合時間は予選リーグの場合は対
戦相手と協議、準・決勝戦以降は午
前８時半。状況により延長あり。

▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
▽対象　市民＝16人
▽競技方法　18ホールズマッチプ
レー
▽参加料　参加登録費＝ 3,000 円
／プレー代（１戦ごと）＝ 1,000
円（昼食付、各自傷害保険などに加
入を）
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

産後エクササイズ

▽とき　６月 22 日・29 日の午後
２時～３時
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽対象　生後３カ月～ 12カ月の乳
幼児と母親＝10組
▽料金　１回＝ 1,200 円／２回受
講＝2,000円
※別途消費税が必要。
▽持ち物　運動しやすい服装（ス
カート不可）、乳幼児の敷物（タオ
ルなど）、飲み物
▽指導者　内木仁美さん（日本母子
健康運動協会認定産後運動指導者）
▽その他　事前の予約が必要。初回
レッスン前に、健康状態や目的など、
カウンセリングを行いますので、開
始15分前までにおいでください。
■問ウイング弘前（☎38・8131）

ブランデュー弘前ＦＣ
「７月のホーム戦」
　入場無料です。みんなで応援をし
よう。
【第 13 節】
▽とき　７月５日（日）、午後１時
キックオフ
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
球技場
▽対戦チーム　秋田ＦＣカンビアー
レ
■問ブランデュー弘前 FC事務局（☎
35･2012〈平日の午前９時～午後
６時〉）

弘前大学スティールパン部
第12回自主コンサート
～スティールパンで行く日帰り時代
旅行～
▽とき　７月 18 日（土）、午後３
時～（開場は午後２時半）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽入場料　300 円（小学生以下は
無料）
▽曲目　夏色／まつり／タッチほか
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学スティールパン部（石
田 さ ん、 ☎ 携 帯 080・1698・

3692、■Ｅ hsb@hotmail.co.jp）

体験学習
「第３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３回を開催します。
▽とき　７月26日（日）、午前10
時～午後１時（集合時間は午前９時
半）
▽集合　Beech にしめや（西目屋
村大字田代字神田）
▽内容　魚を捕る道具を自分で作
り、川で魚捕りに挑戦。
※内容を変更する場合もあります。
▽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　６月 22日～７月
13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、■Ｆ 88・8809、■Ｅ
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 ECOリパブリック白神（百石町、
平日の午前９時～午後６時）

津軽の「ものづくり」体験教室

　津軽の伝統工芸品作りを体験して
みませんか。
▽とき　①ねぷた灯籠（とうろう）
つくり＝７月 28日、②津軽塗箸づ
くり＝７月29日
※時間はいずれも午後２時～４時。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　小学生＝各コース 20 人
（３年生以下は保護者同伴）
▽参加料　無料
※応募多数の場合は抽選で決定。
▽申し込み方法　７月 14 日まで
に、はがきまたはＥメール（住所、
氏名、学年、電話番号、保護者氏
名、コース名を記入）で、津軽広域
連合「ものづくり」体験学習事業係
（〒 036・8003、駅前町９の 20、
■Ｅ tsugarukoiki09@hi-it.jp）へ
申し込みください。
■問津軽広域連合（☎31・1201）

青少年交流キャンプ

　富士山ろくの自然豊かなキャンプ
場で、全国から集まる青少年（日本
人・在日外国人）が、キャンプ生活
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　一流の音楽を間近に体験してもらうことを目的とし
て、世界的歌手クレジミル・ストラツァナクさん（ク
ロアチア出身）による声楽講習会を開催します。講習
会を受講して、秋のコンサートに出演してみませんか。
【声楽講習会】
▽とき　9月 11日（金）・12日（土）の午前 10時
～午後 4時
▽対象　市民（個人・団体）
▽定員　8組（先着順）
▽内容　1人 30 分から 45 分程度の講習で、12 日
午後2時からは13日の予行練習として参加者全員に
よるトライアルコンサートを開催します。
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）洋館1階音楽ホー
ル
▽受講料　無料
※講習会の様子・トライアルコンサートも無料で自由

に見学できます。
▽申し込み方法　７月 10 日までに、電話または E
メール（①氏名、②住所、③電話番号、④歌いたい曲
目〈2・3曲〉を記入）で申し込みを。
【秋のコンサート】
▽とき　9月 13日（日）、午後2時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽出演　バス・バリトン＝クレジミル・ストラツァナ
クさん／ソプラノ＝虎谷亜希子さん／バス＝三浦英治
さん
※この事業は、平成27年度弘前市才能育成提案事業
費補助金を活用して実施します。
■問秋のコンサート実行委員会（三浦さん、☎携帯
070・5320・1975、 ■Ｅ eiji.miura@hotmail.
co.jp）

世界的歌手による声楽講習会を受講して
秋のコンサートに出演しよう！

▽とき　７月５日（日）、午後１時～（開場は正午）
※午前11時半～午後０時半は、エキシビジョンを開催します。
▽入場料　一般＝1,000円／高校生以下＝無料
▽入場券取扱所　紀伊國屋書店弘前店、さくら野百貨店弘前店、弘大生協（シェ
リア）、平山萬年堂ほか
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽出演団体・内容など　台湾台南市私立天主教黎明高級中学校（中国独楽・阿
美族舞踏）／伝統文化子どもお琴教室／サムルノリ青森（韓国音楽）／和三絃
会（民謡・三味線）／弘前ねむの会ファミリーコーラス＆ノーザンウィング／
北小学校音楽クラブ／ドレミ音楽教室／アカネバレエ教室／田中みゆきピアノ
教室／弘前やまぶき会／ファンキースタジアム
※無料の託児室もあります。
■問国際子ども文化芸術交流実行委員会事務局（小野さん、☎携帯 090・
7797・8336）

2015 第４回国際子ども文化芸術交流
Junior Artist Festival ～台湾からこんにちは！～


