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（末広４丁目）
▼内容　ワード 2010 を使っ
たパソコンの基本操作
▼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、USB メ
モリ、昼食
▼申し込み受け付け　６月 16
日（日）～
■問学習情報館（総合学習セン
ター内、☎ 26-4800、午前８
時30 分～午後５時）

サワラ生け垣の剪定講習会

▼とき　６月 29 日（土）、午
前10時～正午（小雨決行）
▼ところ　亀甲町広場
※荒天時は緑の相談所。
▼参加料　無料
▼持ち物　軍手、せん定ばさみ
（主催者側でも用意しますが、
数に限りがあります）
※事前の申し込みは不要。
■問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

初心者向けりんご研修会
（袋かけ編）

▼とき　７月６日（土）
　　　　午前10時～
※天候等により７月13日（土）
に延期の場合あり。
▼集合場所　りんご公園（清水
富田字寺沢）
▼内容　①基本コース（午前
11 時 30 分ごろまで）…初心
者向けりんごの袋かけ研修（実
技研修など）／②応用コース（午
後２時 30分ごろまで）…①の
ステップアップ研修
▼講師　青森県りんご協会職員
ほか
▼対象　①弘前市内でのりんご
補助作業に関心のある人または

セカンドライフセミナー

▼とき　６月25日（火）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　弘前愛成園（豊原1
丁目）体育館
▼内容　終活セミナー、ボラン
ティア活動について
▼講師　村井麻矢さん（上級終
活インストラクター）
▼対象　50 歳以上の人（50
歳未満の人は相談を）
▼参加料　無料
※当日参加もできますが、なる
べく事前に申し込みを。
■問愛成会事務局（縄巻さん、☎
33-1182）

ねぷた囃子（ばやし）講習会

▼とき　６月 26日（水）～７
月５日（金）の午後７時～８時
30分
▼ところ　笛の部＝市立観光館
（下白銀町、追手門広場内）多
目的ホール／太鼓の部＝同館多
目的ホール前ロビー
▼講師　伝統ねぷた囃子津軽組
▼対象　小学生以上
▼受講料　無料　
▼持ち物　笛・太鼓のバチ（会
場での販売もあり）
※事前の申し込みは不要。
■問市立観光館　（☎37-5501）

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26日・７月３日・
10日（いずれも水曜日）の午
前 10時～午後３時（３日間で
1セット）
▼ところ　総合学習センター

就農を希望する人＝50人
②①の参加者で、りんご園地で
のアルバイト希望者、または、
りんご園地で補助作業を行って
いる人＝20人
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、汗拭きタオ
ル、雨がっぱ（雨天時）、昼食（②
参加者のみ）
▼申し込み方法　７月３日（水）
までに、電話かファクスまたは
Ｅメール（氏名・電話番号・り
んご作業経験の有無・希望の
コースを記入）で申し込みを。
※無料託児室を用意していま
す。希望者は６月 28 日（金）
までに申し込みを。
■問農政課（ ☎ 40-7102、■Ｆ  
32-3432、 ■Ｅ nousei@city.
hirosaki.lg.jp）

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し

【プロが教えるかんたん楽しい
夏のエコクッキング教室】
　残ったご飯や野菜を活用し
て、食材を無駄にしない調理の
こつを楽しく学んでみませんか。
▼とき　７月６日（土）、午前
９時30分～正午
▼内容　ライス入りオムレツほか
▼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　お米 0.5 合、大皿
１枚（直径25㎝程度）、マグカッ
プ 1 個、はし、スプーン、エ
プロン、布巾
▼申し込み受け付け　６月 23
日（日）、午前９時～

【金魚ねぷた作り教室】
▼とき　７月 13 日（土）、午
前９時30分～午後３時
▼講師　尾崎行雄さん
▼対象　小学生以上＝10組
※１家族１個。1人での参加も
可。
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▼持ち物　昼食、飲み物、エプ
ロン、汚れても良い服装
▼申し込み受け付け　６月 30
日（日）、午前９時～

【りんごの葉の草木染めとこぎ
ん刺しの体験教室】
　りんごの葉で草木染めした糸
を使ってこぎん刺しコースター
を作ります。
▼とき　草木染め＝７月 20
日（土）、午前９時30分～ 11
時 30分、／こぎん刺し＝７月
27日（土）、午前９時30分～
正午（２日間で１セット）
▼講師　草木染め＝佐藤芳子
さん（りんご工房主宰）／こ
ぎん刺し＝須藤郁子さん（弘
前こぎん研究所・青森県伝統
工芸士）
▼対象　小学校５年生以上＝
18人（初参加の人を優先）
▼持ち物　草木染め＝ゴム手
袋、エプロン
▼申し込み受け付け　７月７日
（日）、午前９時～
～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
※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〈午前９
時～午後４時〉、月曜日〈月曜
日が祝日の場合は翌日〉は休み）

「犬と散歩ができる公園」
愛犬マナー講習会

▼と き　７月７日
（日）、午前 10 時～
11時
▼ところ　長四郎公
園（城東北2丁目）
▼内容　犬のしつけ
に関する講話、リードを持った
歩き方など
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。当日

は、公園内に駐車できます。な
お、雨天時は中止となる場合が
あります。
■問公園緑地課（☎33-8739）

いやしのフラダンス教室

▼とき　７月 10日（水）、24
日（水）の午前10時～ 11時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼内容　下半身に効く、高齢者
向けのやさしいフラダンス
▼講師　田中希生子さん（フラ
スタジオモアニ主宰）　
▼対象　65 歳以上の市民＝各
回15人（先着順）
▼参加料　無料　
▼持ち物　タオル、飲み物
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み受け付け　６月 15
日（土）～
■問 温水プール石川（☎ 49-
7081）

おでかけ緑の講習会

　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
イザーが学習会などのお手伝い
をします。
▼申込受付期間　開催希望日の
１カ月前まで（12 月 29 日～
1月 3日を除く）
▼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
▼参加料　無料
※一部有料となる場合がある
ので、詳しくはホームページ
（http://www.hirosakipark.
or.jp/）で確認するか問い合わ
せを。
■問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

 教室・講座大仏公園あじさいまつり

▼とき　７月１日（月）～31
日（水）
▼ところ　大仏公園（石川字大
仏）
▼期間中イベント　お絵描きコ
ンテスト、チェックポイントク
イズ、川柳コンテスト
▼特別イベント　７月７日（日）
…お絵描きコーナー＝午前９
時～／紙ひこうき大会＝午前
10 時 30 分～（受け付けは午
前 10時～）／ジャズ演奏・朗
読劇＝午前 11 時～（出演＝
Swing Hat Jazz Orchestra、
ひろさき演人）
※雨天時は14日（日）に順延。
▼参加料　無料（紙ひこうきは
町会が用意した紙を使用）　
■問 石川町会（工藤さん、☎
090-3756-8605 ／石川町民
会館、☎92-3215）
※平成31年
度市民参加
型まちづく
り１％シス
テムの採択
事業。

弘前大学創立 70 周年記念
リレー学術講演会

▼とき　７月13日（土） 
　　　　午後２時～３時30分
▼ところ　弘前大学創立50周
年記念会館（文京町）２階岩木
ホール
▼テーマ　微生物の魅力
▼講師　柏木明子さん（弘前大
学農学生命科学部准教授）
▼定員　85人（先着順）
▼参加料　無料
▼申込期限　７月５日（金）
■問弘前大学研究・イノベーショ
ン推進機構（☎ 39-3907、■Ｅ
kensui@hirosaki-u.ac.jp）


