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◎おたのしみおはなし会
▽とき　6 月４日の午前 11 時
～ 11 時半、11 日・25 日の午
後３時～３時半
▽内容　「自然」をテーマとした、
絵本の読み聞かせ、紙芝居、昔話、
エプロンシアター、なぞなぞな
ど
▽対象　おおむね４歳～小学校
低学年の児童
▽ところ　弘前図書館（下白銀
町）１階閲覧室おはなしコーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

6月の
催し

弘前図書館

 緑の相談所 ６月の
催し

【展示会】
●ミニ山草展　３日～５日
●津軽盆栽会さつき盆栽展　７日
～ 12 日
●津軽さつき会さつき盆栽展　
15 日～ 19 日
●諸盆栽作品展　23 日～ 26 日

【講習会など】
●ボタン・ツツジのせん定　４日、
午後１時半～３時半
●大菊づくり講習会　５日・26
日、午前 10 時～ 11 時
▽定員　20 人
▽受講料　1,000 円（テキスト
代として）
●家庭果樹の管理　11 日、午後
１時半～３時半
●訪問相談　４日・18 日
※庭木の出張相談です。電話で申
し込みを。

【弘前城植物園…今月見られる花】
ナンジャモンジャ、スイレン、バ
ラ、ハナショウブなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

▽ところ　弘前生きがいセンター
（南袋町）
▽講師　　畑山信一さんほか
▽受講料　年 2,000 円（資料代と
して）
■問 弘前古文書教室（鳴海さん、☎
36・4396）

金魚ねぷた作り方講習会

▽とき　６月 19 日（日）
　　　　午前 10 時～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽対象　小学生以上＝ 50 人
▽受講料　1,000 円
▽講師　津軽錦絵作家協会会員
▽持ち物　鉛筆、消しゴム、はさみ
■問６月 15 日までに、受講料を添え
て、弘前観光コンベンション協会（市
立観光館内、☎ 35・3131）へ。

点字講習会

▽とき　７月５日～平成 28 年３
月 28 日の毎週火曜日、午前の部＝
10 時～正午、午後の部＝１時～３
時
※午前・午後の部のいずれかを選択。
▽ところ　身体障害者福祉センター

（八幡町１丁目）
▽対象　点字に興味があり、これか
ら始めてみたい人＝ 10 人程度
▽受講料　無料（別途テキスト代
1,080 円が必要）
■問６月 21 日までに、身体障害者福
祉センター（☎ 36・4521）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座

【ワード 2010 入門講座】
▽とき　６月 28 日、７月５日・
12 日の午前 10 時～午後３時
※３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　ワープロソフト（ワード
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※ワード 2010 以外のバージョン
を使っている人は操作方法が異なり
ますので、ご注意ください。
▽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＝

森市大字宮田字高瀬）
※弘前市内からの送迎バスを予定。
▽内容　学習会…夏休みの宿題など
を学生ボランティアがサポート（幼
児はたこ作り、たこ揚げ教室）／施
設見学会…浅虫水族館、ゆ～さ浅虫
▽対象者　県内のひとり親家庭の親
子＝ 30 組程度
▽参加料　大人＝ 2,000 円、子ど
も＝ 1,000 円（２人目からは 500
円。３歳未満は無料）
■問６月 17 日までに、青森県母子寡
婦福祉連合会（☎青森 017・735・
4152）へ。
※参加申込書は子育て支援課（市役
所１階、窓口 106、☎ 40・7039）
でも配布しています。

文化グループ講習会

【七宝焼講習会～たった２時間でで
きるステキな七宝焼きアクセサリー
～】
　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
ループ「宝友会」が行う講座です。
▽とき　６月 19 日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　ペンダントまたはブローチ
の製作
▽定員　15 人（先着順）
▽受講料　1,000 円（材料費とし
て）
▽持ち物　エプロン、筆記用具
■問６月 13 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。

古文書講習会（前期）

　弘前図書館に所蔵されている古文
書（こもんじょ）に親しんでもらう
ため、毎月１回古文書講習会を開催
しています。受講者は随時募集して
おり、体験受講、初心者も大歓迎で
す。
▽とき　６月５日、７月３日、８月
７日、９月４日の午前 10 時～正午

▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、
替えの下着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）へ。

添加物のふしぎ
～ビタミンＣで実験しよう
▽とき　６月 19 日（日）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク
▽内容　添加物として食品にビタミ
ンＣが入っている理由を実験を通し
て確認します
▽対象　中学生以上＝ 15 人（先着
順）
▽講師　長南幸安さん（弘前大学教
育学部教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前ロータリークラブ事務局（☎
33・7678）

第９回青森県民スポーツ・
レクリエーション祭
　県内６市６町においてサッカー、
バレーボールなど、34 種目行われ
ます。
▽とき　７月２日・３日（一部の種
目は６月 26 日）
▽ところ　県内各体育施設など
※ 詳 し く は 県 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.pref.aomori .
l g . jp /bunka/sport s /9 th-
kenmin-sporec-fes.html） を ご

覧ください。
■問 青森県スポーツ・レクリエー
ション連盟（☎青森 017・734・
9909）

弘前市青年交流会～農家の
出会いはBBQ!! ～第一弾
▽とき　７月３日（日）、午後１時
＝市立観光館バスプール出発／午後
７時＝市立観光館バスプール解散
※雨天決行／貸切バスで移動。
▽内容　津軽ゆめりんごファーム

（小沢字山崎）でさくらんぼ狩りと
ジャム作りをした後、星と森のロマ
ントピア（水木在家字桜井）でバー
ベキューを楽しみながらの交流パー
ティーを行います
▽対象　男性＝市内に居住するおお
むね 35 歳～ 50 歳の独身農業者／
女性＝おおむね 30 歳～ 50 歳の独
身者
▽定員　男女各 10 人
▽参加料　男性＝ 4,500 円／女性
＝ 2,500 円（２人以上で参加する
女性は１人 2,000 円）
■問６月 24 日までに、弘前市青年交
流会実行委員会事務局（市農業委
員会事務局内、☎ 40・7104、■Ｅ
nougyou@city.hirosaki.lg.jp）
へ。

こども塾・母塾 in青森

【夏休み宿題大会】
　１泊２日で、学習会や施設見学会
を行います。　
▽とき　７月 23 日・24 日
▽ところ　県民福祉プラザ（青森市
中央３丁目）、マエダアリーナ（青

弘前城植物園散策ガイド

　市みどりの協会の樹木医や緑の相
談員が、見ごろの花や樹木を説明し
ながら、楽しく園内をガイドします。
▽とき　６月９日・19 日の午前
10 時～ 11 時
▽集合　弘前城植物園南案内所
▽参加料　無料（入園料は必要です）
※事前の申し込みは不要。
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

第17回よさこい津軽

　約 30 チームが独自の衣装と振り
付けで元気いっぱいの踊りを披露！
▽とき　６月 26 日（日）、午前９
時 50 分～午後３時半（雨天決行）
▽ところ　土手町通りおよび３・３・
２号線の一部
■問 よさこい津軽実行委員会事務局

（上鞘師町、弘前商工会議所内、☎
33・4111）

こどもの森６月の行事

◎月例登山「ハルゼミ探訪　イヌワ
シの道登山」
▽とき　６月 19 日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）

30 人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USB メモリ、
昼食
■問６月 12 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。

ウィークエンド子どもクラブ

クラブ名 活動日程（原則として） 会場／内容 対象／参加料
女子ソフトテニスクラブ 毎週土曜日（～平成 29 年３月）の午前９時半～正午

弘前公園ほか市内の体育施設／ソフトテニス
の基礎

小学校３年生～６年生の女子＝５人
程度／年額 1,000円

子どもサッカークラブ 毎月第１・３土曜日（～10月）の午前９時～11時 豊田小学校グラウンドほか市内の体育施設／基
本技能を身に付けサッカーで遊ぼう 小学生＝10人／無料

子どもお琴クラブ 毎月第１・３土曜日（10月～平成29年3月は毎月
第１土曜日のみ）の午前10時～正午 弘前文化センター／琴演奏の基礎と合奏練習 １年間継続して参加できる小学校３

年生～中学生＝若干名／無料

会
員
募
集

▽内容　下表参照
▽申し込み方法　はがきかＥメール（住所・氏名〈ふりが
な〉・性別・電話番号・保護者氏名・学校名・学年・希望

するクラブ名を記入）で、６月 15 日（必着）までに、生
涯学習課「ウィークエンド子どもクラブ」係（〒 036・
1393、賀田１丁目１の１、■Ｅ shougai@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定します。
■問生涯学習課（岩木庁舎内、☎ 82・1641）

 

 教室・講座


