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抽選で決定します。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

弘前大学公開講座
「夏休みの数学2015」
▽日程と内容　８月９日＝「アラビ
アおよびペルシャ世界が科学変革に
果たした役割」／８月 10日＝「楕
円曲線と暗号」
※時間は両日とも午前 10時半～午
後３時。
▽ところ　弘前大学理工学部（文京
町）２号館
▽対象　中学・高校の数学担当教員、
数学に興味のある市民・高校生
▽定員　各40人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、７月６日～ 24日に、郵
送かファクスで申し込みを。
※ 申込書は、弘前大学理工学部数
理科学科ホームページ（http://
www.st.hirosaki-u.ac.jp/~
mathsci/）からダウンロードして
ください。
■問弘前大学大学院理工学研究科総
務グループ総務担当（〒 036・
8561、文京町３、☎ 39・3505、
■Ｆ 39・3513）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

弘前の風格彩発見講座

　弘前の歴史文化遺産（建築、庭園、
考古など）を学んでみませんか？
▽とき　８月 16 日、９月 13 日、
10 月 18 日、11 月１日・23、12
月６日、１月 17日、２月 14日の
午後１時半～３時半。
※ 11 月 23 日のみ午前 10 時～午
後３時半。
▽ところ　初回は弘前文化センター
（下白銀町）２階第３会議室
※開催場所は毎回変わります。
▽定員　30人（全日程参加可能な人）
※応募者多数の場合は抽選で決定
し、結果は７月中に連絡します。
■問７月 15 日～ 24 日に、郵送ま
たはファクスで、弘前文化財保存
技術協会（〒 036・8217、茂森
町 176 の３、今井さん、☎ 32・
9272、■Ｆ 55・5851）へ。

▽参加料　無料
▽受け付け開始　７月８日から電話
で受け付け（受付時間は土・日曜日
を除く午前９時～午後５時）
■問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

子ども自然観察クラブ
（公開講座）
▽とき　８月１日（土）　
　　　　午前９時半～11時半
▽集合場所　弘前文化センター（下
白銀町）３階視聴覚室
▽内容　弘前公園を散策しながら、
園内のトンボの生態や、その種類と
見分け方などについての学習
▽講師　村田孝嗣さん（弘前環境
パートナーシップ 21 自然環境グ
ループ代表）
▽対象　小・中学生とその保護者＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、飲み物、汗ふ
きタオル、帽子、持っている人は虫
捕り網、虫捕りかご
■問７月 29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。

ヒロロで脳トレ＆
ミニバランスボール教室
▽とき　８月６日～ 20日の毎週水
曜日、午前10時半～ 11時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ミニバランスボールを使っ
たストレッチ体操・ミニゲーム、脳
トレーニングをしながらストレッチ
▽対象　20歳以上の市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号・教室名を記入し、７月 15日
（必着）までに克雪トレーニングセ
ンター（〒036・8101、豊田２丁
目３の１）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

▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　グラウンド・ゴルフについ
ての正しい知識の指導と実技交流
※用具は貸し出しします。
▽対象　基礎知識を学びたい人（子
どもも可）
▽参加料　無料（別途資料代・保険
料として100円必要）
■問７月 10 日までに、弘前市グラ
ウンドゴルフ協会（奥出さん、☎
33・8908）へ。

夏休み体験＆挑戦親子
スポーツ教室
▽とき　７月24日（金）
      　　午前９時半～11時半
▽ところ　市民体育館（五十石町）
競技場
▽内容　トランポリン・体力ゲーム・
チャレンジゲーム（フリスビーディ
スク・ティーバッティングなど）
▽対象　４歳～小学校２年生の子と
その保護者
▽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
▽申し込み方法　はがきに住所・氏
名（ふりがな）・性別・電話番号・
生年月日、教室名を記入し、７月
20日（必着）までに弘前市民体育
館（〒036・8362、五十石町７）へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き１枚で応募可。はがきを投函した
時点で、受け付け完了とします。
■問市民体育館（☎36・2515）

金魚ねぷた作り教室

　竹などを使って金魚ねぷたを作り
ます。夏休みの思い出作りに参加し
ませんか。
▽とき　７月25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　10組（金魚ねぷたは１組
１個。１人での参加も可。昨年参加
していない人を優先します）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、細い筆（筆の根本
が２㎜程度のもの）、作業しやすく

汚れてもいい服装
■問７月５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
（祝日の場合は翌日が休館日）

県立弘前高等技術専門校
一日技能教室
▽とき　７月 25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ホバークラフト製作、②
木箱製作、③ペットボトル温度計製
作、④コケ玉製作
※このほか、施設公開などが午前９
時～午後３時半に行われます。
▽定員　①・②＝各 20人／③＝各
10人／④＝各15人（先着順）
▽参加料　無料
■問７月 13日～ 17日の午前９時～
午後５時に、ファクスまたはＥメー
ル（氏名、年齢、電話番号、製作名、
午前か午後を記入）で、県立弘前高
等技術専門校（☎ 32・6805、■Ｆ
35・5104、 ■Ｅ hi-gisen@pref.
aomori.lg.jp）へ。
※当日は作業しやすい服装でおいで
ください。

夏休み「ちびっこ縄文講座」

　夏休みに縄文時代の暮らしを学ん
でみませんか。
▽日程と内容
①縄文土器づくり＝７月25日（土）
／ところ…裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）
②縄文クイズラリー＝８月 16 日
（日）／ところ…史跡大森勝山遺跡
（裾野地区体育文化交流センター集
合）
※時間はいずれも午後１時～３時。
▽対象　市内在住の小学生で、①・
②の両方に参加でき、裾野地区体育
文化交流センターに各自で集合でき
る人＝10人（先着順）
※小学校３年生以下は保護者同伴。

夜のカヌー教室

▽とき　7月 15日・18日・22日、
8月１日・５日・８日の午後６時～
８時
▽ところ　城北ファミリープール
（八幡町１丁目）
▽対象　小学生以上＝各回10人
▽参加料　１回 300 円（保険料を
含む）
※濡れてもいい服装でお越しを。救
命胴衣は貸し出しします。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

第３回北の文脈文学講座

▽とき　７月18日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽テーマ　「陸羯南の生涯１」
▽講師　舘田勝弘さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料（事前の申し込みは
不要。ただし観覧料は必要です）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
■問市立郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

親子でHIPHOPダンス

▽とき　7月 22 日～ 26 日、午前
９時～10時
▽ところ　ウイング弘前（青山２丁
目）
▽対象　３歳以上の未就学児とその
保護者
▽参加料　１日1,296円
▽持ち物　飲み物、タオル、室内用
シューズ
※事前の申し込みが必要。
■問ウイング弘前（☎38・8131）

市民グラウンド・ゴルフ
初心者教室
▽とき　７月20日（月・祝）
　　　　午前８時半～午後０時半

一日体験ボランティア

▽とき　７月 11 日（土）、午前９
時半～午後２時半（午前９時半集合）
▽集合　市民の森駐車場（座頭石地
区）
※送迎希望の場合は申し出くださ
い。
▽内容　弘前市民の森の会が行う、
自然治癒力を高める五感の癒やし体
験（森林散策、押し花作りなど）の
お手伝い
▽対象　市民＝20人程度（先着順）
▽参加料　500円（茶菓子代として）
▽持ち物　昼食、飲み物、帽子、動
きやすい服装
■問７月８日までに、ボランティア支
援センター（元寺町、市民参画セン
ター内、☎ 38・5595）へ。

女性のための
再就職支援事業
◎働き直し支援講座～やる気スイッ
チ編～
　「モチベーションとテンション」
の違いを知って、自分はもちろんま
わりの人も生き生きできるヒントを
見つけましょう。
▽とき　７月８日（水）
　　　　午前10時～正午
▽定員　20人（先着順）
◎再就職のためのキャリア・コンサ
ルティング
　自分の強みを知るための自己分
析、応募書類の添削、面接指導など
就職活動に関する個別相談会です。
▽とき　７月８日（水）、午後１時
～４時（１人50分程度）
※事前の予約が必要です。
～共通事項～
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）大会議室
▽対象　就職を希望するおおむね
50歳以上の女性
▽参加料　無料
▽その他　雇用保険の求職活動の実
績に含まれます。
■問７月６日までに、プラットフォー
ムあおもり（☎青森 017・763・
5522）へ。

 その他
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