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に、電話かファクスまたはＥメール
（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で、申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

第３回弘前城Q&R
（クイズアンドラン）
～津軽隠密忍法帖～
　チームで、弘前に関するクイズや
ミッションをこなしながら、鬼から
逃げるオリエンテーリング形式の競
技です。今年は小学生版もあります。
▽とき　９月 25 日（日）、小学生
の部＝午前 10時～（受け付けは午
前９時～）／一般の部＝午後１時～
（受け付けは正午～）
▽ところ　弘前公園（集合…小学生
の部＝レクリエーション広場／一般
の部＝本丸）
▽対象　小学生の部＝小学校１年生
～６年生（１チーム１人以上の保護
者同伴が必要）／一般の部＝ 18歳
以上
▽定員　小学生の部＝ 30チーム／
一般の部＝40チーム
※いずれも１チーム３人で、先着順。
▽参加料　小学生の部＝１チーム
1,500 円／一般の部＝ 1 チーム
3,000円（当日徴収）
▽申し込み方法　ホームページ
（http://www.hirosaki-qandr.
com/）から申し込みを。
▽その他　当日のボランティアス
タッフも募集しています。詳しくは
ホームページをご覧ください。
■問弘前城Q&R実行委員会（渡邊さ
ん、☎携帯090・6784・7319）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り1％システムの採択事業。

泉野フリーマーケット
出店者募集
　日用品や雑貨、衣類などの不用品
販売です。当日は、「泉野まつり」
も同時開催します。
▽とき　９月25日（日）
　　　　午前９時～午後３時
※雨天の場合は 10月２日（日）に
順延。
▽ところ　泉野多目的コミュニティ

施設（泉野３丁目）駐車場
▽出店資格　18歳以上（高校生を除
く）で、販売商品に責任が持てる人
※シート・テーブル・テントなどは、
出店者で準備を。食料品、化粧品、
医事品、海賊品、コピー品、生き物
などは販売できません。
▽定員　30組（先着順）
▽出店料　1,000円（１組１コマ）
▽申し込み方法　９月 10日の午後
５時までに、電話かＥメールまたは
直接来館の上、申し込みを。
■問泉野多目的コミュニティ施設（☎
兼 ■Ｆ 88・2789、 ■Ｅ izumino@
jomon.ne.jp）

ひろさき「ワーク・ライフ・
バランス」フォーラム
　会社も上司も部下もハッピーにな
るイクボスの秘訣（ひけつ）をお伝
えします。
▽とき　９月26日（月）
　　　　午後２時～４時40分
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　基調講演「イクボスのすす
め～経営戦略としてのワーク・ライ
フ・バランス～」…講師・川島高之
さん（「コヂカラ・ニッポン」代表）
／トークセッション「イクボス度
チェック！」
▽申し込み方法　電話かファクスで
子育て支援課まで。
※申込用紙は子育て支援課、各支所
等に備え付けているほか、市ホーム
ページからダウンロードできます。
■問子育て支援課子育て戦略担当（☎
40・7038、■Ｆ 39・7003）

二十歳の祭典

▽と き　平成 29
年１月８日（日）、
午前11時から
▽ところ　市民会
館（下白銀町）
▽内容　式典、実
行委員会による成
人祭
▽対象　平成８年４月２日～平成９
年４月１日に生まれた人（市内に住
所のある対象者には、12月上旬に、
案内はがきを郵送します）
※市ホームページに昨年の様子を掲

弘前大学白菊創立50周年
記念講演

「献体」という言葉を知ってますか？
～最後の贈り物～
▽とき　９月15日（木）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前大学医学部（在府町）
基礎大講堂
▽内容　「弘前大学白菊会のあゆみ」
…講師・河西達夫さん（弘前大学名
誉教授）／「死後に生きるもの」…
講師・大谷修さん（篤志解剖全国連
合会元会長）
▽対象　市民・医療関係者
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学医学部医学研究科総務グ
ループ（山中さん、☎39・5202）

星空観察会 inプラネ＆天文台

【TSU･KI･MI・RE･BA（ツ・キ・ミ・
レ・バ）～千々にものこそ哀しけれ～】
▽とき　９月17日（土）
　　　　午後６時～９時
※午後５時半から弘前文化センター
（下白銀町）３階プラネタリウム展
示ホールで受け付けし、プラネタリ
ウム観覧後、バスで星と森のロマン
トピア天文台（水木在家字桜井）に移
動。弘前文化センターに帰館後解散。
▽内容　プラネタリウムで、月をは
じめ秋の星座の特徴を覚えてから、
街明かりの少ない天文台「銀河」で
大型望遠鏡や双眼鏡を使って天体観
察をします。
▽観察天体　月、夏の大三角、秋の
四辺形、はくちょう座、ペガサス座、
土星、火星など
▽講師　鶴見弥生さん（みちのく天
文同好会）
▽対象　市民＝50人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。当日の
申し込みは不可。
▽参加料　500円（バス代として、
当日徴収）
▽その他　食事の時間を設けますの
で軽食の用意を／天文台では雨天時
のプログラムも用意しています／プ
ラネタリウムまたは天文台いずれか
のみの参加はできません／夜は冷え
込みますので、防寒具の持参を
▽申し込み方法　９月 14 日まで
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載していますのでご覧ください。
■問生涯学習課（岩木庁舎内、☎
82・1641）

あおもりアビリンピック2016

【第 14 回青森県障害者技能競技大
会】
　障がい者の職業能力向上と、障が
い者に対する社会の理解と認識を深
め、雇用の促進を図ることを目的に
開催します。
▽とき　10月２日（日）
　　　　午前９時半～午後３時半
▽ところ　高齢・障害・求職者雇用
支援機構青森支部（青森市中央３丁
目）およびホテル青森（青森市堤町
１丁目）
▽競技種目・定員　オフィスアシス
タント＝ 10 人／パソコンデータ
入力（知的障がい）＝ ５人／日本
語ワープロA＝10人／日本語ワー
プロB（知的障がい）＝ 10人／表
計算＝ 10 人／ＤＴＰ＝ 10 人／
ビルクリーニング＝ 10 人／喫茶
サービス＝ 10 人
※定員を超えた場合は、出場または
表彰回数の少ない人を優先します。
▽参加料　無料
▽参加資格　①平成 28年４月１日
現在で 15歳以上であること／②身
体障がい者は身体障害者手帳を所
持、または指定医・産業医の診断書を
提示できること。知的障がい者は愛
護手帳（療育手帳）を所持、または知
的障害者判定機関で判定されている
こと。精神障がい者は精神障害者保
健福祉手帳を所持していることなど
※詳細は問い合わせを。
■問８月 31日までに、高齢・障害・
求職者雇用支援機構青森支部高齢・
障害者業務課（☎青森017・721・
2125、■Ｆ 017・721・2127）へ。

産後ママ＆ベビー
おんぶdeエクササイズ
▽とき　８月 25 日（木）、午後２
時15分～３時 15分
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁目）
▽対象　生後６か月～２歳の乳幼児
と母親＝10組
▽参加料　1,944円
▽持ち物　タオル、飲み物（母子）、
幼児のお世話道具、抱っこひも、運
動しやすい服装（スカート不可）
※事前の申し込みが必要。
■問ウイング弘前（☎38・8131）

テニス教室

【初心者硬式テニス教室】
▽とき　９月２日～ 10月 28日の
毎週金曜日、午後７時半～９時
▽内容　硬式テニスの基本（スト
ロークなど）
▽対象　大学生以上の市民＝ 10人
程度
【ソフトテニス教室（女性限定）】
▽とき　９月５日～ 10月 31日の
毎週月・水曜日、午後１時～３時
▽内容　月曜日…初心者／水曜日…
中・上級者
▽対象　大学生以上の市民＝ 10人
（先着順）
～共通事項～
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
庭球場
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料を含む）
▽持ち物　運動靴、汗ふきタオル、
飲み物
※事前の申し込みが必要。ラケット

は貸し出します。
■問リベロ津軽スポーツクラブ事務局
（☎55・5143）

必見！体験 !! 大発見 !!!
体にいいコト体験教室
▽とき　①９月１日・８日の午後
７時～７時 45 分／②９月 14 日・
21 日の午前９時半～ 10 時 15 分
／③９月 30 日、10 月７日の午前
９時半～10時 15分
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室
▽内容　①エアロビクス、②シナプ
ソロジー、③ひめトレ
▽対象　市民
▽定員　①＝ 10 人、②③＝各 15
人（いずれも先着順）
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料を含む）
■問各開催日の前日までに、温水プー
ル石川（☎49・7081）へ。

水泳教室（クロール）

▽とき　９月５日～ 26 日の毎週
月・水曜日（19 日は除く）、午前
10時～ 11時
▽ところ　温水プール石川
▽内容　クロール呼吸練習
▽対象　25ｍ泳げない人＝15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、８月 28 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）

 

　津軽三味線 300人の大合奏をメーンとした迫力と
感動を体験できるイベントです。本場のだいご味を心
ゆくまでお楽しみください。
▽とき　９月 24日（土）、昼の部＝午後２時～／夜
の部＝午後５時半～（開場は開演30分前）

 教室・講座
 

▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽入場料（全席指定） 　昼・夜の部ともにＳ席＝
3,000円、Ａ席＝2,000 円
▽チケット販売所　JR東日本びゅうプラザ、ヒロロ、
イトーヨーカドー弘前店、さくら野百貨店弘前店、弘
前中三、市立観光館、まちなか情報センター、市民会
館、弘前商工会議所
■問 The 津軽三味線実行委員会（弘前商工会議所内、
☎33・4111）

The 津軽三味線 2016


