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■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ 
33・4490、■Ｅ chuuoukou ＠ city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

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 17 日・24 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（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
■問５月 29日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800、
午前８時半～午後５時）へ。

平成２８年度まちづくり
ファシリテーター養成講座
【フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン ＆ ワ ー ク
ショップ運営の基礎を学ぼう！】
　市民参加のまちづくりや地域活動
を進めていくために必要な考え方や
技術を身に付ける講座です。有効な
ワークショップの進め方なども実践
的に学べます。
▽とき　６月 25日の午後１時～５
時、７月２日・９日の午前 10時～
午後５時
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）305講義室
▽講師　土井良浩さん（弘前大学大
学院地域社会研究科准教授）
▽対象　全３回参加できる人で、弘
前の地域コミュニティを元気にした
い人や、ファシリテーターとして弘前
の地域に関わっていきたい人、弘前大
学周辺地域の活動に携わっている人
▽定員　一般＝ 20人／学生＝ 10
人（先着順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　５月 17 日から、
電話かファクスまたはＥメール（氏
名・電話番号・年齢・一般または学
生の別を記入）で、申し込みを。
■問市民協働政策課（☎ 35・1664、
■Ｆ 35・7956、■Ｅ shiminkyoudou
@city.hirosaki.lg.jp）

医療学講座（☎ 39・5375、■Ｅ
thqq30@hirosaki-u.ac.jp）

小学生水泳教室

▽とき　６月６日～７月４日の毎週
月曜日、午後５時～６時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水慣れからバタ足まで
▽対象　小学校１～２年生＝８人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　水着・キャップ・ゴーグ
ル・タオル
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・学年・保護者氏名・電話
番号を記入し、５月 27 日（必着）
までに温水プール石川（〒 036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問温水プール石川（☎49・7081）

青森県筋ジストロフィー
市民公開講座 in弘前市
　「筋ジストロフィー」とは、次第
に筋萎縮（いしゅく）と筋力低下が
進行する遺伝性筋疾患の総称です。
この疾患の理解を深めるために開催
します。
▽とき　６月11日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽対象　市民＝80人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問電話かファクスまたはＥメール
で、国立病院機構青森病院地域医
療連携室（大平さん・福地さん、
☎ 62・4055、■Ｆ 62・7534、■Ｅ
renkei1 ＠ hosp.go.jp）へ。

テニス教室

【少年少女テニス教室】
▽とき　６月７日・10日・14日・
17日・21日・24日の午後７時～
８時半
▽内容　硬式テニスに親しむ・基本
ストロ－クなど
▽対象　小学生の初心者・初級者＝
20人
▽参加料　500円（保険料を含む。

当日徴収）
【市民ナイターテニス教室】
▽とき　６月７日・10日・14日・
17日の午後７時～８時半
▽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20人
▽参加料　2,000 円（保険料を含
む。当日徴収）
～共通事項～
▽ところ　千年庭球場（小栗山字川
合）
▽申し込み方法　５月 30 日まで
に、Ｅメールで申し込みを。　
■問弘前テニスクラブ（原田さん、
☎ 携 帯 090・1399・7414、 ■Ｅ
hirote1961＠ gmail.com）

初心者太極拳気功法教室

▽とき　昼の部…６月 14 日・21
日、午後１時半～３時半／夜の部…
６月 15 日・22 日、午後６時半～
８時
※昼・夜両方に参加も可。
▽ところ　サンライフ弘前（豊田１
丁目）
▽内容　太極拳の初歩的な実技と解説
▽講師　鹿内武次さん
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　１回 100 円（保険料と
して）
▽持ち物　運動のできる服装
※事前の申し込みが必要。
■問サンライフ弘前（☎27・2811）

ベテランズセミナー

　桜守による、桜の管理秘話や苦労
話についての講話です。
▽とき　６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
▽テーマ　「寿命を超えてなお咲き
誇る！弘前城の桜のお話」
▽講師　小林勝さん（市公園緑地課
参事）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
▽申し込み方法　６月 13 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール
で申し込みを。

ヨット・カヌー教室

▽とき　５月 22日～９月３日の毎
週土・日曜日、午前10時～正午
▽ところ　弘前公園西濠ボート乗り
場ほか
▽内容　ヨット・カヌーの基礎技術
と基本技能、手旗・ロープワークの
基本
▽対象　小学校３年生以上＝ 30人
（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　水に濡れてもいい服、運
動靴またはウォーターシューズ、着
替え、タオル、長袖、帽子
▽その他　駐車場は市民体育館
（五十石町）西側駐車場を利用くだ
さい。悪天候の際は中止する場合が
ありますので、電話で確認を。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（八幡町
１丁目、☎33・4545）

はじめてアクアで脂肪燃焼 !!

▽とき　５月 27 日、６月３日・
10日・17日・24日、７月１日の
午後７時～８時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　ダイエットや筋力アップをね
らいとした有酸素運動と無酸素運動
▽定員　各回10人
▽参加料　１回 800 円（傷害保険
料を含む）
※全６回受講者は 4,000 円。事前
の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

東北女子大学公開講座

①おさかな食育クッキング～旬の魚
いただきます♪～
▽とき　５月28日（土）
　　　　午前11時～午後２時
▽対象　食育に関心のある親子・一
般＝40人
▽受講料　１組500円
②読書講座～星の王子さまの心～
▽とき　６月25日（土）
　　　　午前10時半～正午
▽対象　高校生以上
▽受講料　無料
～共通事項～

▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選で決定。
■問①＝弘前丸魚（☎27・2345）
※詳細は弘前丸魚ホームページ
（http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html）をご
覧ください。／ ②＝東北女子大
学公開講座係（☎ 33・2289、■Ｈ
http://www.tojo.ac.jp）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集

　　　　　
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　６月４日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室１
▽テーマ　自分の趣味（歌）を生か
したボランティア～自分がたのしく
なければ相手も楽しめない、退職後
から始めたボランティア～
▽ゲスト　泉谷俊二さん
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

いきいき３Ｂ体操
ファミリー広場
▽とき　６月４日・11日、午前の
部＝ 10時～正午、午後の部＝１時
～３時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　ボール、ベル、ベルターを
使った誰でも無理なく楽しめる体操
▽定員　各回=30人
▽参加料　無料
▽持ち物　タオル、運動しやすい服装
※事前の申し込みは不要。
■問日本３Ｂ体操協会青森県支部（南
さん、☎青森017・743・4465）

伝統文化子ども着つけ教室

▽とき　６月５日（日）から（毎月
１～２回で 11 月までの全 11 回）
の午後１時半～３時
▽ところ　宮川交流センター（堅田
２丁目）ほか

▽内容　浴衣の着つけ・帯結び、日
本の行事、日常のマナー、風呂敷の
使い方、花嫁体験など
▽対象　小・中学生＝20人（先着順）
▽参加料　1,000円
▽持ち物　浴衣・半巾帯・小物一式
（貸し出し有り）、足袋、風呂敷、履
き物
■問Ｅメール（住所・氏名・ふりが
な・年齢・学校名・学年・保護者氏
名・電話番号・メールアドレスを
記入）で、青森わごころの会事務
局（☎携帯 090・1493・8262、
■Ｅ aomori_wagokoro@yahoo.
co.jp）へ。

第８回公開高血圧講座

「高血圧に負けない 上手なつきあい
方」
▽とき　６月５日（日）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前大学医学部コミュニ
ケーションセンター（本町）２階
▽内容　講演　「高血圧の ABC」
…講師・長内智宏さん（弘前大学大
学院保健学研究科教授）ほか／パネ
ルディスカッション／個別指導「血
圧測定」・「高血圧治療」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問第一三共青森営業所（渋谷さん、
☎携帯090・6954・1267）

あなた自身や家庭・職場内
の事故を予防する力を応援
する一般公開講座

　救急隊が対応する急病や負傷の多
くは、自分自身の日ごろの心構えや
小さな気配りでその発生を防ぐこと
ができます。
▽とき　６月 11 日（土）、午後３
時20分～（開場は午後３時）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽内容　講演「救急安心センターと
予防救急」…講師・林田純人さん（大
阪府政策企画部危機管理室）
▽対象　市内の老人ホームや老健施
設で介護に携わる人や興味のある市
民＝150人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学医学研究科地域救急


