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加できる人＝20人
※小学生は保護者同伴。
▽持ち物　草木染め＝エプロン、ゴ
ム手袋
※初参加の人を優先します。
～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
■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（月曜日が祝日の
場合は翌日が休館日）。

認知症あんしん生活実践塾

　認知症は「体調を整えるケア」と
「平穏な心理を保つケア」で症状を
軽くしたり、発症を予防できること
があります。基礎的な考え方や水分
摂取、運動などについてアドバイス
します。
▽とき　７月 27 日、８月 24 日、
９ 月 21 日、10 月 19 日、11 月
22 日、12 月 21 日の午後１時～
５時
▽ところ　市民会館（下白銀町）２
階中会議室
▽講師　竹内孝仁さん（国際医療福
祉大学大学院教授）、大里めぐみさ
ん（特別養護老人ホームサンアップ
ルホーム総括主任）
▽対象　市内で認知症の人を介護し
ている施設の職員で、すべての回に
出席できる人（家族も一緒に受講可）
＝15人
▽参加料　無料（ただし、宿題提出
時の郵送代は自己負担）
■問介護福祉課自立・包括支援係（☎
40・7072）

こどもお天気教室

～たつまきの渦（うず）の形を作っ
てみよう～
▽とき　７月30日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽対象　小学生＝20人（先着順）
※小学校２年生以下は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽申し込み期限　７月16日（土）
■問青森県気象予報士会（小関さん、

▽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。
▽参加料　無料
▽申し込み方法　７月４日から、電
話で申し込みを（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（岩木庁舎内、☎ 82・
1642）

市立博物館歴史講座

▽とき　７月24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　「常設展リニューアルと
企画展のギャラリートーク」
▽講師　長谷川成一さん（弘前大学
名誉教授）、博物館職員
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み方法　７月 11 日から、
電話で申し込みを（受付時間は午前
８時半～午後５時）
■問市立博物館（☎35・0700）

環境整備センターの教室

【金魚ねぷた作り教室】
　竹や半紙、ろうそくなどを使って
作ります。
▽とき　７月16日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　10組（１組１個まで。１
人での参加も可。昨年参加していな
い人を優先します）
▽持ち物　昼食、細い筆（筆の根元
が２㎜程度のもの）、エプロン
【りんごの枝の草木染めとこぎん刺
し体験教室】
　りんごの枝を使った草木染めで糸
を染め、その糸を使ってこぎん刺し
のコースターを作ります。
▽とき　草木染め＝７月 23 日
（土）、午前９時半～ 11時半／こぎ
ん刺し＝７月 30 日（土）、午前９
時半～正午
▽講師　草木染め＝佐藤芳子さん
（りんご工房）、こぎん刺し＝三浦佐
知子さん（弘前こぎん研究所）
▽対象　小学校５年生以上で両日参

子ども歴史講座 弘前城探検

▽とき　①７月 27 日、②８月 17
日の午前 10時～正午（雨天決行）
▽集合　①追手門前／②亀甲門前
▽対象　市内の学校に通う小学校５
年生～中学校３年生＝20人
※原則２回とも参加可能な人。応募
多数の場合は抽選で決定。
▽持ち物　筆記用具、飲み物、雨具、
タオル
※動きやすい服装で参加を。
▽申し込み方法　７月 15 日まで
に、郵送かファクス（住所・氏名・
性別・学校名・学年・保護者氏名・
電話番号を記入）で申し込みを。
■問 弘 前 文 化 財 保 存 技 術 協 会
（〒 036・8333、若党町 75の 2、
今井さん、☎兼■Ｆ 32・9272）

津軽の「ものづくり」体験学習

▽とき　①こぎん刺しアクセサリー
作り＝７月 29 日の午後２時～４
時、②金魚ねぷた作り＝８月 16日
の午後２時～４時、③津軽塗のア
クセサリー作り＝８月 19日の午前
10時～正午
▽ところ　①・②ヒロロ（駅前町）
市民文化交流館ホール、③ヒロロ３
階健康ホール
▽対象　小学生＝各コース 20 人
（３年生以下は保護者同伴）
※応募多数の場合は抽選で決定。
▽参加料　無料
▽申し込み方法　７月 15 日まで
に、はがきかＥメール（住所、氏
名、学年、電話番号、保護者氏名、
コース名を記入）で、津軽広域連
合「ものづくり」体験学習事業係
（〒 036・8003、駅前町９の 20、
■Ｅ tsugarukoiki09@hi-it.jp）へ。
■問津軽広域連合（☎31・1201）

「第９回弘前スポレク祭＆
第 70 回弘前市民体操祭」
参加グループ募集
▽とき　10月 10日（月・祝）
　　　　午前9時半～
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽対象　体操やいろいろな運動、エ
アロビクス、ジャズダンスなどを
行っている４人以上のグループ（先

着順。年齢、性別は問いません）
▽発表時間　１グループ＝５～６分
程度
▽参加料　無料（各自、傷害保険な
どに加入を）
■問７月 23日までに、弘前体操連盟
（宮地さん、☎兼■Ｆ 32・2988）へ。

こぎんのしおりづくり講習会

　こども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階）の開設３周年を記念して開催
します。
▽とき　８月６日（土）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽講師　佐藤陽子さん（こぎん展示
館）
▽対象　小学校４年生～６年生＝
30人
▽参加料　100円
■問７月５日から、こども絵本の森（☎
35・0155）へ。

サンモードスクールオブ
デザイン無料公開講座
▽とき　７月 27日～ 29日の午前
10時～午後４時
▽ところ　サンモードスクールオブ
デザイン（下白銀町）
▽内容　服の作り方、小物作り、リ
メイクなど、自由に学べます。
▽対象　市民＝10人（先着順）
▽受講料　無料（材料は各自用意を）
■問７月 22 日までに、サンモード
スクールオブデザイン（☎ 32・
0129）へ。

夏休み「ちびっこ縄文講座」

　夏休みに大森勝山遺跡や縄文人の
暮らしを学んでみませんか。
▽日程と内容
①縄文土器作り＝７月 23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 21 日
（日）／ところ…史跡大森勝山遺跡
（集合＝裾野地区体育文化交流セン
ター）
※時間はいずれも午後１時～３時。

認知症の人と家族のつどい

▽とき　７月24日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。当日直接
会場へ。
■問認知症の人と家族の会青森県支
部（弘前地域世話人・中畑さん、☎
44・4959〈午後６時以降〉）

図書館のお仕事やってみ隊
小学生募集　　　　　　　　
▽とき　①７月 29日、８月５日／
②７月 30日、８月６日の午前９時
～正午
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
▽内容　図書館の仕事見学やカウン
ター業務体験（本の貸し出しや返
却）、本のコーティング作業など
▽対象　市内の小学校４年生～６年
生＝各10人（先着順）
※①、②どちらかの２日間の参加が
条件です。
▽参加料　無料
▽持ち物　自分の本２冊（コーティ
ングの実習で使用）
※修了者には、「図書館準職員認定
書」を交付します。
▽申し込み方法　７月８日から、電
話か窓口で申し込みを。
■問弘前図書館（☎32・3794）

相馬で夏の紙漉き体験

▽とき　７月 23 日・24 日、①午
前 10時～、②午前 11時～、③午
後１時～、④午後２時～
▽ところ　交流センター紙漉の里
（紙漉沢字山越）
▽内容　オリジナル色紙とはがきの
作製
▽対象　市民＝各回15人（先着順）
▽参加料　１回200円
※事前の申し込みが必要。ただし、
当日の参加も可能な場合があります
ので、詳しくは問い合わせを。
■問 中央公民館相馬館（☎ 84・
2316）

☎兼■Ｆ 32・6571）

かっこいい大人養成講座１

【これであなたも先生に !! つい教え
たくなる弘前公園の自然の楽しみ
方】
▽とき　７月31日（日）　
　　　　午前10時～正午
▽集合　弘前文化センター（下白銀
町）２階第３会議室
▽内容　自然豊かな夏の弘前公園や
弘前城植物園を散策しながら、魅力
や楽しみ方を紹介　
▽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）
▽対象　市内に在住、または勤務の
18歳～50歳の人＝15人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、メモ帳、帽子、
カメラ（持っている人のみ）
■問７月 24日までに、電話かファク
スまたはＥメール（住所〈町名まで〉、
氏名〈ふりがな〉、年齢、性別を記入）
で、中央公民館（☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

ヒロロ健康サークル

～みんなで体を動かそう！～
▽とき　８月２日・９日・23 日・
30 日、午前 10 時半～ 11 時 50
分（受け付けは午前10時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ひろさき健幸増進リーダー
による体操
▽対象　毎週継続して参加できる
40歳以上の市民＝28人（先着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物
▽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・サークル名を記入し、７月
15日（必着）までに健康づくり推
進課（〒036・8711、野田２丁目
７の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

 教室・講座


