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▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　野外体験を行う際のリスク
マネジメント、テントの組み立て方
など
▽講師　谷口哲郎さん（岩木山自然
学校／谷口ESD環境教育事務所代
表）
▽対象　市内在住の男性＝ 20 人
（先着順）
※親子での参加も可。
▽参加料　無料
■問７月８日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

ベテランズセミナー

　オレオレ詐欺や還付金詐欺などの
「特殊詐欺」の被害に遭わないため
に、詐欺の手口を事例として学習し
ます。
▽とき　７月16日（木）
　　　　午前10時～ 11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　くらしの安心安全①「高齢
者の消費者トラブル～振り込め詐
欺・架空請求・投資詐欺や悪質商法
について～」…講師・県消費生活セ
ンター消費生活相談員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問７月 13 日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

モーニングロハスヨガ

▽とき　９月 26日までの毎週土曜
日、午前７時15分～８時 15分
▽ところ　弘前公園（下白銀町）市
民広場
▽対象　市民
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料含む）
※事前の申し込みは不要。
▽持ち物　ヨガマット（無料貸し出
し有り）、レジャーシート、飲み物、
タオル、動きやすい服装
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
■Ｆ 88･6239）

■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）

ソフトテニス教室

▽とき　７月４日～ 25日の土・日
曜日、午前10時～正午
▽ところ　弘前公園（下白銀町）テ
ニスコート
▽内容　初心者・中級者・上級者に
分かれての基本練習と練習方法の習
得
▽対象　市民
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
※当日会場で受け付け。
▽持ち物　テニスシューズ、汗ふき
タオル、飲み物（ラケットは用意し
ます）
■問弘前ソフトテニス協会（築館さん、
☎携帯090・3694・0796）

市立博物館の館長講話

【第２回館長の楽しい歴史講座】
▽とき　７月12日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「江戸時代は女性にとっ
て暗黒か？－理想の女性像から自立
へ」
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み　７月１日の午前８時半
から電話で受け付け。
■問市立博物館（☎ 35・0700、午
前８時半～午後５時）

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　①７月 11日、午後
１時～２時＝「知って得する食と健
康～常識の落とし穴～」／②７月
25日、午前 11時～午後２時＝「お
さかな食育クッキング～旬の魚いた
だきます♪～」／③７月 25日、午
後１時～４時＝「Flash アニメー

ション作成入門」
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　①中学生以上／②食育に関
心のある親子・一般＝ 40人／③中
学・高校生
※②は事前の申し込みが必要。応募
多数の場合は抽選で決定。
▽受講料　①＝無料／②＝１組
500円／③＝無料
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）
※②の講座については、弘前丸
魚ホームページ（http://www.
hmaruuo.co.jp/senshuraku/
ryouri.html）、 または電話（☎
27・2345）で申し込みを。

ファミリーエンジョイテニス

　親子で一緒に楽しくテニスを体験
してみませんか。
▽とき　７月11日（土）　
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　親子で楽しむレッスン、ス
ポンジボールでのキャッチボール、
的当てゲーム、サーブ、ストローク、
ボレー、スマッシュなど
▽対象　親子（子どもは４歳～小学
校３年生）
※小学生は子どものみの参加も可。
▽参加料　500 円（当日徴収、保
護者は無料、傷害保険料を含む）
▽持ち物　室内用シューズ、タオル
（子ども用ラケット・ボールは用意
します）
■問７月４日までに、ファクス（住
所・氏名〈ふりがな〉・子どもの年
齢・学年・保護者氏名・電話番号を
記入）で、日本女子テニス連盟青森
県支部（鍛〈きたえ〉さん、☎兼■Ｆ
26・2555）へ。

イクメン講座Ⅰ

【アウトドアの達人に学ぶ !! お父さ
んのためのキャンプ講座】
　キャンプの達人直伝のすぐに使え
るアウトドアを楽しむコツを紹介し
ます。
▽とき　７月12日（日）

午後１時半～４時

学校のプール授業のための
水泳教室
▽とき　６月 19 日～７月 21 日
（木・日曜日を除く）
※参加者により開催日時が異なりま
す。詳しくは問い合わせを。
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽内容　水慣れから泳げるようにな
るまで
▽対象　２歳～小学生＝各時間帯３
人
▽参加料　１回 1,080 円（初回は
無料）
▽持ち物　水着、水泳帽、ゴーグル、
バスタオル
■問参加希望日の前日までに、ウイン
グ弘前（☎38・8131）へ。

ねぷた囃子（ばやし）講習会

　伝統ねぷた囃子「津軽組」を講師
に迎えて開催します。
▽とき　７月１日～ 10日の午後７
時～８時半
▽ところ　笛の部＝市立観光館（下
白銀町、追手門広場内）多目的ホー
ル／太鼓の部＝同館多目的ホール前
ロビー
▽対象　小学生以上
▽受講料　無料
※当日会場で受け付け。
▽持ち物　笛・太鼓のバチ
※当日会場で販売もします。
■問弘前観光コンベンション協会事務
局（☎35・3131）
※ 10 日間連続で受講した人には、
弘前ねぷた保存会から修了証が交付
されます。

岩木Ｂ＆Ｇ水泳教室

【幼児・児童水泳教室】
▽とき　７月２日～ 21 日の毎週
火・木曜日、午後４時～５時
▽内容　水慣れ、潜水、けのび、キッ
ク、ノーブレスクロールなど
▽対象　保育園・幼稚園などの年長
児～小学校２年生＝20人
【ジュニア水泳教室】
▽とき　７月７日～８月６日の毎週
火・木曜日、午後６時～７時
▽内容　水慣れからクロールまで

▽対象　身長 130㎝以上の小学生
＝15人
【一般初心者・中級者水泳教室】
▽とき　７月７日～８月６日の毎週
火・木曜日、午後７時 15分～８時
半
▽内容　初心者＝水慣れからクロー
ル、中級者＝各泳法指導
▽対象　初心者＝10人、中級者（種
目を問わず25メートル泳げる人）
＝10人
～共通事項～
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽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（ふりがな）・生年月日・
性別・保護者氏名（幼児・児童のみ）・
電話番号・教室名を記入し、６月
24日（必着）までに、岩木Ｂ＆Ｇ
海洋センター（〒036・1332、兼
平字猿沢32の 11）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。兄弟・
姉妹で参加希望の場合ははがき１枚
で応募可。
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

わごころ講座浴衣の着つけ

　今年の夏は、浴衣を着て「弘前ね
ぷたまつり」を見に行きませんか。
▽とき　昼の部＝７月５日、午後２
時半～４時（受け付け開始は午後２
時）、夜の部＝７月 21 日、午後６
時～７時半（受け付け開始は午後５
時半）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽内容　浴衣の着つけ・帯結びなど
▽対象　小学校３年生～一般＝ 20
人
※定員になり次第締め切り。小学生
の場合は保護者と一緒（２人以上）
の参加になります。
▽参加料　1,000円
▽持ち物　浴衣、半巾帯、タオル２
枚、小物一式（レンタルは１セット
1,000 円、事前の申し込みが必要、
タオルは持参を）
▽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。
■問青森わごころの会事務局（☎
携 帯 090・2020・9134、
■Ｆ 26･3382、 ■Ｅ aomor i _
wagokoro@yahoo.co.jp、 ■Ｈ
http://aomori-wagokoronokai.
jimdo.com/）

かっこいい大人養成講座１

【夜空で「すご～い！」と言わせる
夏の夜空の星指し教室】
　夜空を見上げるのがちょっとだけ
楽しくなる講座です。
▽とき　７月４日（土）　
　　　　午後７時～９時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階プラネタリウム
▽内容　「夏の星座の解説」、「正し
い星空観察のしかた」、「実際の星空
での星座探し」
▽講師　蒔苗智之さん（ひろさき星
の子サークル）
▽対象　市内在住・勤務の 18 ～
50歳＝ 20人（先着順）
▽参加料　無料
※弘前文化センター駐車場は最初の
１時間を超えると有料になります。
▽持ち物　防寒具、筆記用具、メモ
帳
■問７月３日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

紙漉き体験☆オリジナル
絵はがき作り教室
　牛乳パックを使った紙すきで、オ
リジナルはがきを作ってみません
か。なお、製作は１人１枚までです。
▽とき　７月４日（土）
　　　　午前９時半～正午
▽ところ　弘前地区環境整備セン
ター（町田字筒井）プラザ棟
▽講師　プラザ棟職員
▽対象　小学生以上＝ 15人（小学
生は保護者同伴）
▽参加料　無料
▽持ち物　牛乳パック１枚、フェー
スタオル５枚、さらし布または薄手
のハンカチ１枚、模様を付ける道具
（押し花、シール、色鉛筆など）、作
業がしやすい服装
▽受付開始　６月20日から
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