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氏名・年齢・電話番号を記入）で申
し込みを。
■問あおもりいのちの電話事務局（☎
38・4343、■Ｆ 38・5355、平日
の午後１時～５時）へ。

子ども日本舞踊教室

▽とき　平成 30年１月までの土曜
日（月２回程度）、午後１時半～
▽ところ　泉野多目的コミュニティ
施設、大津医院敷地内アトリエ（山
王町）
▽対象　３歳～高校生（保護者の参
加も可）
▽参加料　無料
■問弘前市日本舞踊教室弘扇会（鹿
内 さ ん、 ☎ 携 帯 090・3365・
3628）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル 2010 入門講座】
▽とき　７月４日・11 日・18 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　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した基本操作
※エクセル 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　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、USBメモリ、
昼食
※事前の申し込みが必要。
■問６月 18日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800、
受付時間は午前８時半～午後５時）
へ。

環境整備センターの教室
【夏のエコクッキング】
▽とき　７月８日（土）
　　　　午前９時半～午後０時半
▽内容　にらとトマトのおすまし、
ひじきごはん、焼きさんまのあえ物、
白かぶのレモン漬け
▽講師　福士るみ子さん（サロン・
ド・胡桃代表）

▽対象　小学生以上＝20人
▽持ち物　エプロン、ふきん、大皿
１枚、マグカップ、はし
▽受付開始　６月25日から
【金魚ねぷた作り教室】
▽とき　７月15日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　10組（１人での参加も可。
１家族１個）
▽持ち物　昼食、エプロン
▽受付開始　７月２日から
※当日は作業しやすく、汚れてもい
い服装でおいでを。初めて参加する
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
▽その他　小学生は保護者同伴
■問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、月曜日は休み）

おでかけ緑の講習会を
利用しませんか
　植物に関する疑問はありません
か。樹木医、グリーンアドバイザー、
造園技能士が学習会などのお手伝い
をします。
▽受付期間　開催日の１カ月前まで
（年末年始を除く）
▽時間　午前９時～午後５時のうち
３時間以内
▽対象　市内に在住、在勤または在
学する複数人で構成された町会、学
校、団体、グループなどが主催する
事業
▽料金　無料
※一部有料となる場合がありますの
で、詳しくはホームページ（http://
www.hirosakipark.or.jp/）をご
覧になるか問い合わせを。
■問みどりの協会（☎33・8733）

70歳からの健康講座
「ヘルシーエイジング」
～ゆっくり運動＆ミニ講座～
▽とき　７月 10日～９月 25日の
第２～第４月曜日（全９回）、午後
１時半～３時半（最終日は午後４時
半まで）　
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健

ひろさき認知症あんしん
生活実践塾
　自立支援介護の基本ケアを学びな
がら、認知症の人への実践を通じ、
認知症の重症化予防を目指します。
▽とき　基礎コース＝７月４日／実
践コース＝７月４日、８月９日、９
月５日、10 月 12 日、11 月９日、
12月６日
※時間はいずれも午後１時～４時
半。
▽ところ　７月４日…市民会館（下
白銀町）1階大会議室／８月９日以
降…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または家族
▽定員　基礎コース＝ 50人、実践
コース＝30人（いずれも先着順）
▽参加料　無料（実践コースのみ宿
題提出時の郵送代は自己負担）
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、６月 27日までに、持参
か郵送またはファクスで、介護福祉
課（〒036・8551、上白銀町１の
１、■Ｆ 38・3101）へ。
※申込書は介護福祉課に備え付けて
いるほか、市ホームページからダウ
ンロードできます。
■問介護福祉課（☎40・7072）

あおもりいのちの電話
新人養成講座

【人の話はどうやって聴いたらいい
の？～傾聴技法１～】
▽とき　７月１日（土）
　　　　午後２時～４時

【あなたも聴き上手になれる～傾聴
技法２～】
▽とき　７月８日（土）
　　　　午後２時～４時
～共通事項～
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園2丁目）
▽講師　あおもりいのちの電話研修
委員長
▽受講料　１講座1,000円
※事前の申し込みが必要。
▽申し込み方法　ファクス（住所・

康ホール
▽内容　①健幸増進リーダーによる
高齢者向けの体操や手具を使った運
動、②ミニ講座（健幸講話、歌唱指
導、手話、囲碁、新聞ちぎり絵）
▽対象　70歳以上の市民＝25人
▽参加料　1,000円（全９回分）
▽申し込み方法　６月30日（必着）
までに、往復はがき（住所・氏名・
年齢・電話番号・②の中から希望の
講座を記入）で、ヘルシーエイジン
グ（〒036・8231、稔町 14の１、
齋藤紀あて）へ。
■問ヘルシーエイジング（齋藤さん、
☎34・2649）
※留守番電話の際は折り返し連絡し
ます。電話番号をお知らせください。
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

高齢者健康トレーニング教室

～シニアエアロビクス～
▽とき　７月 11日～９月 26日の
第２・４火曜日、午後２時～２時
45分
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室
▽内容　脂肪燃焼や心肺機能の向上

などに効果的な有酸素運動
▽対象　65 歳以上の市民＝ 15 人
（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　室内用シューズ、タオル
※事前の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

かっこいい大人養成講座１

【心と体を整えよう！大人のための
ハタヨガ講座♪】
▽とき　７月22日（土）　
　　　　午後６時～８時
▽集合　弘前文化センター（下白銀
町）２階第１・２和室
▽内容　ハタヨガの歴史、基本の
ポーズや呼吸法などを学び、自分の
心と身体に向き合います。　
▽講師　佐藤るり子さん（ヨガ☆ス
ペース講師）
▽対象　市内に在住、または勤務の
18歳～50歳の人＝20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　ヨガマットまたは大きめ
のバスタオル１枚、汗拭き用タオル、
飲み物
▽申し込み方法　７月 15 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）

縄文土器の製作体験講座

▽とき　７月25日（火）　
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽内容　縄文土器製作、火おこし体
験
▽対象　小学生以上
▽参加料　無料
▽持ち物　手拭き・
汗拭きタオル、エプ
ロン、飲み物
▽申し込み方法　７月 14 日まで
に、郵送かファクス（郵便番号、住所、
氏名、年齢、性別を記入）で、弘前
縄文の会へ。
■問弘前縄文の会（今井さん、〒036・
8333、若党町 75 の２、☎兼■Ｆ
32・9272）
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

▽募集作品　応募者本人が創作した未発表のもの
▽応募資格　市民
▽作品の規格
○大きさ…Ａ３判（縦29.7㎝×横 42㎝）
※作品は右半分がプログラムの表紙、左半分が裏表紙
になることを想定して作成すること。
○紙質と色…紙質（表現材料）は自由。着色は蛍光ペ
ン・色鉛筆以外で行うこと。
○タイトル文字など…不要。ただし、文字が入ること
を想定して作成すること。
▽応募方法　作品の裏面に、提出日現在の住所・氏名・
年齢・職業（または学校名と学年）・電話番号を記入し、
郵送または持参してください。
▽募集期限　７月22日（必着）
▽審査　審査会を７月に開催し、最優秀作品１点と優
秀・佳作作品を数点選考

▽発表　審査結果を応募者全員に通知し、入賞者の表
彰式を市民文化祭の開会式（９月23日開催予定）で
行います。
▽賞品　入賞者には賞状・トロフィーを贈呈し、応募
者全員に記念品を贈呈
▽その他　応募作品は原則として返却しません。作
品の著作権は主催者のものとします。最優秀作品は
市民文化祭総合プログラムの表紙として１万部製作
され、市内の関係機関・施設・各団体などに配布さ
れます。
■問弘前市民文化祭実行委員会事務局（〒 036・
8356、下白銀町 19 の４、弘前文化センター１階、
市社会教育協議会内、☎31・3010）
※問い合わせなどは、火・日曜日、祝日を除く、午前
９時～午後５時に。ただし事前に曜日や時間の指定が
あれば別途対応します。

「第 48 回弘前市民文化祭」
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