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弥生いこいの広場の催し

【ホタル観察会】
▼とき　７月 18 日（土）、午
後８時～９時（雨天中止）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弥生いこいの広場（百沢字東
岩木山、☎96-2117）

こども縄文文化体験

　縄文人が使っ
ていた石製の首
飾りや土器・土
偶を作ってみませんか。

【縄文土器・土偶づくり体験】
▼とき　７月23日（木・祝）
　　　　午後１時30分～３時
▼参加料　100円（当日徴収）

【勾玉づくり体験】
▼とき　７月26日（日）
　　　　午後１時30分～３時

▼参加料　200円（当日徴収）
～共通事項～
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）１階会議室
▼対象　小学生以上＝30人
▼持ち物　手拭きタオル、汗拭
きタオル、飲み物、筆記用具
▼申込期限　７月18日（土）
▼申し込み方法　郵送かファク
ス（郵便番号・住所・氏名・性
別・電話番号・学校名・学年・
参加希望の体験名を記入）で申
し込みを。
■■問問弘前縄文の会（今井さん、〒
036-8333、若党町 75 の 2、
☎兼■■ＦＦ 32-9272）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

弘前図書館の催し

【図書館のお仕事やってみ隊】
　図書館の仕事見学やカウンタ
ー業務体験（本の貸出や返却）、

本のコーティング作業などを体
験してみませんか。
▼とき　①７
月30日（木）
と ８ 月 ６ 日
（木）／②７
月31日（金）
と８月７日（金）／③８月１日
（土）と８月８日（土）の午前
９時30分～正午
※①、②、③のいずれかの２日
間の参加が必要。
▼対象　市内の小学校４～６年
生＝①、②、③とも各６人（先
着順）
▼持ち物　自分の本を２冊（コ
ーティングの実習で使用）

【弘前図書館移転 30 周年記念
「 ク イ ズ・ 弘 前 市 立 図 書 館
100」】
　弘前図書館に関するクイズ
100 問をとおして、楽しく、
今まで以上に図書館のことを知
ってもらうイベントです。80

問以上正解でプレゼントがあり
ます。
▼とき　８月１日（土）、午後
１時30分～２時 30分
▼対象　小学生以上＝ 30 人
（先着順）
～共有事項～
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月６日（月）
から、電話またはカウンターで
申し込みを。
■■問問 弘前図書館（下白銀町、☎
32-3794）

「津軽岩木スカイラインを歩
いてみよう会」参加者募集

　心身の健康増進を目的に、自
動車を一時通行止めにした津軽
岩木スカイラインを歩いてみま
せんか。
▼とき　９月６日（日）
※雨天決行。ただし、荒天時は
中止。
▼集合　午前６時 45分までに
JR弘前駅城東口駐車場前
※往復とも専用貸切バスを利
用。帰りは午後２時 30分ごろ
に岩木山８合目出発。
▼コース　A コース＝ 10km
／ Bコース＝５km
▼対象　小学生以上（小学校１・
２年生は高校生以上の同伴者が
必要）
※体の不自由な人も参加できま
すが、事前に連絡を。
▼参加料　1人 3,000 円
※中止の場合の返金不可。
▼持ち物　昼食、飲み物、汗拭
きタオル、雨具など
▼申し込み方法　８月 15 日
（土）までに、郵送またはファ
クス（郵便番号・住所・氏名・
年齢・性別・電話番号・「スカ
イライン参加」と記入）で申し
込みを。後日参加申込書を送付
します。
▼スカイライン閉鎖時間　午前

８時30分～正午
■■問問弘前歩こう会事務局（今井さ
ん、 〒 036-8333、 若 党 町
75の 2、☎兼■■ＦＦ 32-9272）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

点字講習会

▼とき　８月４日
～令和３年３月
30 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（賀田字大浦）
▼対象　点字に興味があり、こ
れから始めてみたい人や上達し
たい人＝10人程度
▼受講料　無料（別途テキスト
代1,540円が必要）
▼申込期限　７月20日（月）
■■問問身体障害者福祉センター（☎
88-6761、■■ＦＦ 88-6762）

ひとり親家庭等就業支援
講習会

　ひとり親家庭の親または子お
よび寡婦で、全日程出席できる
人を対象に開催します。

【調理師試験準備講習会】
▼とき　９月10日・11日
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼定員　本年度の調理師試験の
受験申し込みをした人＝４人

【パソコン講習会（個別指導）】
▼と き　９月 11 日～ 12 月
11日（全 34時間）
▼ところ　パソコンスクール
JOY（新寺町）
▼定員　11人

【調剤薬局事務講習会】

▼と き　９月 15 日～ 10 月
22日の毎週火・木曜日
▼ところ　ニチイ学館弘前教室
（表町、アプリーズ４階）
▼定員　10人

【介護職員初任者研修】
▼ と き　9 月 17 日 ～ 12 月
17 日の月・木曜日（全 16 回
程度）
▼ところ　ニチイ学館弘前教室
▼定員　若干名
～共通事項～
▼受講料　無料（教材費、受験
料は自己負担）
▼申し込み方法　８月６日（木）
までに、申込書に写真（縦４
cm×横３cm）を貼付し、こ
ども家庭課（市役所１階）へ提
出を。
※申込書はこども家庭課で配
布。申し込み多数の場合は抽選
で決定。
■■問問こども家庭課（☎40-7039）

 教室・講座

●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

①第３市民プール
（八幡町３丁目、☎37-2043）
▼開場期間　７月４日～８月 30日の午前９時
～午後６時（木曜日休場）
②城北ファミリープール
（八幡町１丁目、☎37-2041）
▼開場期間　７月４日～８月 30日の午前９時
30分～午後５時（火曜日休場）
③岩木 B ＆ G 海洋センタープール
（兼平字猿沢、☎82-5700）
▼開場期間　９月 13日までの午前９時～午後
９時
※夏休み期間は各プール毎日開場。
※第２市民プール（中野３丁目）は休場。
▼料金　施設ごとに設定されていますので、市

ホームページ
などでご確認
ください。
※障がい者、
65 歳以上の
市民、市内の
小・中学生や外国人留学生、ひろさき多子家族
応援パスポートを持参の人は無料。住所や年齢
などを確認できるものの掲示を。
▼新型コロナウイルス感染症対策　各プールで
は、入場者の制限などの感染症対策を実施して
います。利用の前に、各プールや市体育協会ホ
ームページなどでご確認ください。
■■問問開場期間中は各プールへ。①②のプール開場
日以外は、市体育協会（☎37-5508）へ。

市市のの
開場開場！！ががプールプール

　　今年度のプールの一般開放についてお知らせ今年度のプールの一般開放についてお知らせ
します。健康維持のためにも積極的にご利用くします。健康維持のためにも積極的にご利用く
ださい。ださい。

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

弘

岩

こ

相

岩

岩

相

弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316
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図書館休館日７月
※変更となる場合があります。
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