市民の皆さんが行う催しの紹介、サークルなどの会員募集のコーナーです。
費用の記載がないものは無料です。

はじめての「ユニカール教室」
ユニ
参加者募集

弁護士・松田弘氏による
弘氏
氏に
「相続について」の講演会

十和田野鳥の会
会
バードウォッチング参加者募集

（公社）青森県宅地建物取引業協会
顧問弁護士・松田弘氏の講演会です。
対象 どなたでも
とき 10 月 10 日㈭ 午後３時〜５時
ところ 富士屋グランドホール
（公社）青森県宅地建物取引業
協会十和田支部☎㉓ 1884

とき 10 月６日㈰ 田代平牧場
11 月 17 日㈰ 蔦六沼
12 月 15 日㈰ 小川原湖
１月 26 日㈰ 間木堤・百石海岸
２月 16 日㈰ 八戸蕪島海岸
３月 16 日㈰ 小川原湖・仏沼
※中央公民館前午前９時集合。車で
相乗りして移動します。
持ち物 フィールドスコープ、図鑑など
十和田野鳥の会事務局・上明戸
☎ 090 2024 5062

大町桂月企画展見学ツアー
展見
見
参加者募集

秋を楽しむハンギング
ンギ
ギ
バスケット参加者募集
日本ハンギング協会マスター２人
が指導し、秋の草花をバスケットに
素敵に寄せ植えします。
対象 市民のかた
とき 10 月 19 日㈯
午前 10 時〜 11 時 45 分
ところ 市役所正面玄関前
定員 25 人（先着順） 費用 500 円
持ち物 園芸用シャベル、手袋など
申し込み方法 電話またはファクス
十和田ガーデン花街道
☎ 090 2275 8478 ＦＡＸ☎㉓ 2667

紅葉の八甲田を経由し、青森県近
代文学館の企画展「大町桂月が描い
た青森」
、桂月の文学碑のあるライト
アップされた中野もみじ山、盛美園
（平川市）を見学します。
とき 10 月 20 日㈰
※市役所西側（午前８時 30 分）
、奥
入瀬ろまんパーク（午前８時 45 分）
出発
定員 40 人
費用 3,000 円（昼食は各自）
大町桂月を語る会事務局・谷川
☎ 090 7327 6343

シルバー囲碁大会
大会
会
第９回十和田市長杯争奪
市長
長
駒の里将棋大会
対象 どなたでも
とき 10 月 27 日㈰ 午後１時〜６時
ところ 中央公民館
大会形式 トーナメント方式（予選有り）
費用 大人 1,000 円 子ども（高校
生以下）500 円
将棋サークル代表・日野口☎㉕ 5051
【有料広告欄】

（市老連・シルバー囲碁クラブ共催）
対象 市民のかた
とき 11 月５日㈫ 午前 10 時〜
ところ 市老人福祉センター
申込期限 11 月１日㈮
市老人クラブ連合会事務局
☎㉕ 8633

対象 小学４年生以上（小学生は保
護者同伴）
とき 10 月 19 日㈯ 午後７時〜
ところ 市総合体育センター
申し込み方法 直接会場へお越しく
ださい。
持ち物 内履き
※動きやすい服装でご参加ください。
十和田ユニカール協会・中沢
☎㉓ 5660

南部裂織保存会
会
匠工房作品展 − IRODORI −
とき 10 月 25 日㈮〜 27 日㈰
午前９時〜午後４時
ところ 道の駅とわだ・匠工房
内容 会員の新作 200 点を展示
南部裂織保存会☎⑳ 8700

奥入瀬散策と十和田湖遊覧と
和田
十和田湖伝説バス遠足参加者募集
対象 市内在住のかた
とき 11 月３日㈰
さくらの広場午前８時 30 分出発
定員 30 人 持ち物 昼食、雨具
費用 1,000 円（高校生以上）
申し込み方法 官製はがきまたは
ファクス（参加者氏名・年齢・
住所・電話番号を明記）
申込期限 10 月１日㈫〜 11 日㈮
〒 034 0011 稲生町 16 45
Ａハウス内十和田湖伝説バス遠足係
ＦＡＸ 7581
ＴＭＧ 48（トワダもてなしガール
ズ）事務局☎
7580

「広報とわだ」に広告を掲載しませんか。申込先 総務課広報男女参画係☎

いずみ法律事務所

弁護士 鈴木 陽大
弁護士 花生 耕子
青森県弁護士会所属

離婚、相続、不動産
交通事故、債務整理
その他、様々な法的なお悩みについて
法律問題の専門家である弁護士にご相談を
☆初回３０分法律相談料無料

℡ ０１７６−５８−６５５８
青森県十和田市西一番町１７番６号

２階

http://izumi-law.sakura.ne.jp
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MAIL：jimu-towada@sg-miyagikai.or.jp HP：http://sgtowada.blog36.fc2.com/
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