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　市では、結婚を希望する若者の魅力向上を目的に、「ひ
ろさき恋活カレッジ～異性との会話が弾んでとまらなく
なる！あなたにも必ずできるマジカルトーク実践講座
～」を開催し、恋活・婚活を支援します。
▽日程　① 8月 17日、②９月２日、③９月 16日、④
９月 30日、⑤ 10月 14 日、⑥ 11月１日の午後６時
半～８時半（⑥のみ午後５時～６時半）
※⑥の講義終了後、パーティーを開催。
▽ところ　①～⑤＝ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室
２／⑥＝土手町コミュニティパーク
▽対象　原則６回すべてに参加できる市内在住または市
内に勤務・通学する20代～30代の独身の人＝30人（応

募多数の場合は抽選）
▽参加料　各回300円（当日徴収）
※パーティーに参加する場合は別途参加料（男性＝
4,000円、女性＝3,000円）が必要。
▽申し込み方法　８月10日（必着）までに、電話また
はＥメールで、住所・氏名・年齢・職業（市外在住の人
は勤務先・学校名）をお知らせください。
※ 12月～平成 28年２月にかけて、同じ内容で後期講
座も開催予定。
■問 たびすけ（西谷さん、☎ 55・0268、土・日曜
日、祝日を除く、午前９時～午後６時、■Ｅ info@
tabisuke-hirosaki.jp）

☆ひろさき恋活カレッジ（前期）参加者募集

 

●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111 暮らしのinformation

▽演奏者　坂本浩大さん（弘前市）、
工藤陽妃さん（藤崎町）、駒井さつ
きさん（平川市）ほか
▽招待演奏者　クリシュナ・バクタ・
ライさん（ネパール）ほか
■問国際障害者ピアノフェスティバル
委員会青森支部（佐々木さん、☎携
帯090・8925・6315）

「ねぷたのあと・夏・室内楽
への誘い」コンサート
　ドイツで活躍しているアーティス
トを迎え、コンサートを開催します。
甘美な響きを、壮麗な礼拝堂でお楽
しみください。
▽とき　８月８日（土）、午後２時
～（開場は午後１時15分）
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽入場料　前売り＝ 1,000 円／当
日＝1,500円
▽出演　バイオリン＝初鹿野司さ
ん、ピアノ＝初鹿野久枝さん、チェ
ロ＝藤沢俊樹さん、賛助演奏チェロ
＝和田達也さん
■問ル・コンセール（和田さん、☎携
帯080・1679・3413）

教育講演会

　学校、家庭、地域と連携を深め、
子どもたちのよりよい未来を一緒に
考えることを目的に開催します。
▽とき　８月11日（火）
　　　　午後２時半～４時半
▽ところ　岩木文化センターあそ

べーる（賀田１丁目）
▽内容　講演「障がいのある子ども
の性に関する指導について」…講師・
蓮香美園さん（東京学芸大学附属特
別支援学校教諭）
▽定員　300人（先着順）
▽参加料　無料
■問８月３日までに、電話かファクス
（氏名・電話番号を記入）で、教育
センター（☎ 26・4803、■Ｆ 26・
2250）へ。

夏休み親子
ナイトミュージアム探検

「その夜、何かが…」
　博物館展示資料を夜に親子で見学
したり、警備員に同行して展示資料
に異常がないか巡回します。ぜひ参
加ください。
▽とき　８月15日（土）
　　　　午後６時～８時ころ　
▽集合場所　市立博物館（下白銀町）
入口
▽対象　小学生とその保護者（小学
生のみは不可）＝10組（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　８月１日の午前８
時半から電話で受け付け
▽内容　展示資料解説、警備員同行
巡回、クイズ
▽その他　館内では飲食できません
／参加した小学生には博物館オリジ
ナル「為信缶バッジ」をプレゼント
します。
■問市立博物館（下白銀町、☎ 35・
0700）

第４回「津軽岩木スカイ
ラインを歩いてみよう会」
参加者募集

▽とき　９月６日（日）
※雨天決行。ただし、荒天は中止。
▽集合　午前６時 45分までにＪＲ
弘前駅城東口駐車場前（往復とも専
用貸切バスを利用。帰りは午後２時
半に岩木山８合目駐車場出発）
▽コース　Ａコース＝ 10㎞／Ｂ
コース＝５㎞
▽対象　小学生以上（小学生は高校
生以上の同伴者が必要）
※体の不自由な人も参加できます
が、事前にご連絡ください。
▽参加料　１人2,000円
※事業が中止になった場合も返納し
ませんので、ご注意を。
▽持ち物　昼食、飲み物、汗ふきタ
オル、雨具など
▽申し込み方法　８月 20 日まで
に、案内チラシ添付の振込用紙また
は郵便局備え付けの口座振替用紙
に、申込者の住所、氏名、電話番号
を記入し、参加人数分の参加費を納
入してください。
▽口座番号　02250-3-114893
▽加入者名　弘前歩こう会
■問弘前歩こう会事務局（今井さん、
☎兼■Ｆ 32・9272）
※平成 27年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

ノルディックウオーキング
体験会
▽とき　７月 17 日～ 10 月 30 日
の毎週金曜日、午前 10時～ 11時
半
▽ところ　集合場所＝市民体育館
（五十石町）、コース＝弘前公園内
▽対象　市民
▽参加料　2,500 円（スポーツ安
全保険料含む）
▽講師　成田基一さん（JNFA公認
アクティビティリーダー）
▽受け付け　期間中は随時受け付け
します。
■問市民体育館（☎36・2515）

中学生武道教室（弓道）

▽とき　７月 19日～８月 16日の
毎週土曜日、午前10時～正午
▽ところ　市立弓道場（笹森町）
▽対象　中学生＝５人程度
▽参加料　150 円（スポーツ安全
保険料として。初日に徴収）
※事前の申し込みが必要。
■問弘前弓道会（成田さん、☎携帯
090・5231・9562）

弘前B&G海洋センターの
暑中げいことスポーツ教室
【柔道暑中げいこ】
▽とき　7月 22 日～ 26 日（全 5
回）、午前6時～ 7時半
▽内容　柔道の基本動作の習得と健
康増進
▽講師　弘前柔道協会指導員
▽対象　小学生以上＝50人
【躰道（たいどう）暑中げいこ】
▽とき　7月 22 日～ 26 日（全 5
回）、午前6時～ 7時半
▽内容　躰道の基本動作の習得と健
康増進
▽講師　弘前市躰道協会指導員
▽対象　小学生以上＝50人
【少年少女バレーボール教室】
▽とき　7月24日・25日（全2回）、
午前10時～正午
▽内容　バレーボールの基本動作の
習得と健康増進
▽講師　弘前バレーボール協会指導
員
▽対象　小学校 4年生～中学生＝
50人
～共通事項～
▽ところ　弘前 B ＆ G 海洋セン
ター（八幡町1丁目）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み　当日会場で受け付け
■問 弘前 B&G 海洋センター（☎
33・4545）

夏休みにキッズダンスしよう！

▽とき　7月 27 日～ 31 日（全 5
回）、午前９時～10時
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）スタジオ
▽対象　5歳児～小学校３年生

▽参加料　5,400 円（傷害保険料
を含む）
▽持ち物　動きやすい服装、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）

気軽にスポーツ体験教室

▽とき　７月 31日～９月 18日の
毎週火曜日、午前10時半～正午（７
月21日は除く）
▽ところ　金属町体育センター
▽内容　ソフトバレーボール・ラ
ケットテニスなどのルール説明と
ゲーム、ストレッチ体操
▽対象　市民＝15人
▽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・年齢・電話番号・教室名
を記入し、７月 18日（必着）まで
に、金属町体育センター（〒036・
8245、金属町 1の 9）へ。
※夫婦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
は抽選で決定します。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

ヒロロスクエアコミュニケー
ションゾーンの催し
◎ファシリテーター養成講座「丸い
会議でわくわく未来の計画術」
▽とき　８月１日（土）、午前 10
時～午後４時／２日（日）、午前
10時～午後１時
▽ところ　健康ホール（駅前町、ヒ
ロロ３階）
▽内容　まち育てをテーマとした、
会議の進行役（ファシリテーター）
に必要な技術を身につけるための講
座です。ワークショップ形式を交え
ながら行います。
▽講師　名畑恵さん（まちの縁側育
み隊事務局長）
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
■問７月 29日までに、電話かファク
スで、セミナー・ハンサム・ウー
マン（田中さん、☎携帯 090・
2606・7018、■Ｆ 33・3476）へ。

弘前学院大学
父母と教職員の会講演会
▽とき　８月１日（土）　
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽内容　講演「いちにちを大事に生
きる　よく笑う～たのしいふる里こ
とば～」…講師・渋谷伯龍さん（方
言研究家・川柳作家）
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要、当日直接
会場へ。
■問弘前学院大学総務課（☎ 34・
5211）
※駐車スペースに限りがありますの
で、なるべく公共交通機関をご利用
ください。

目指そう！国際障害者ピアノ
フェスティバル in藤崎
　障がいを持つ子どもたちの演奏会
です。震災で被災したネパールのピ
アニストによる特別チャリティー演
奏もあります。
▽とき　８月２日（日）、午後１時
半～（開場は午後１時）
▽ところ　藤崎町文化センター
▽入場料　大人＝ 1,000 円、小学
生以下＝800円
▽チケット取扱所　藤崎町文化セン
ター
※当日券は事前に問い合わせを。

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

 教室・講座
 


