
初心者水泳教室参加者募集
とき　７月 27 日㈯、28 日㈰　午後１時～４時 15 分
ところ　Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象　①小・中学生　②高校生以上
　　　※小学生は保護者の送迎が必要です。　
定員　各 30 人
費用　① 1,200 円　② 2,200 円
持ち物　水着、水泳帽、ゴーグル、バスタオルなど
申し込み方法　参加料を持参の上、申し込みください。
　　　　　　　※電話での申し込みはできません。
申込期限　７月 19 日㈮
申込時間　午前９時～午後８時
　　　　　（日曜日、祝日は午後４時まで）
問総合体育センター☎㉕ 5555

十和田湖親子カヌー体験参加者募集
とき ７月 29 日㈪　午前 10 時～午後３時 30 分
　　　午前 10 時～自然観察
　　　午後 １時～カヌー体験
集合場所 十和田ビジターセンター（奥瀬字十和田湖畔）
対象 親子
定員 20 人（先着順）
費用 １人　3,500 円
持ち物 昼食、飲み物、バスタオル、帽子、水着（着
　　　　替え含む）、ズック、サンダル
申込期限 ７月 15 日㈪
※休屋南駐車場をご利用ください（参加者は無料で駐
　車できます）。
※天候により、コース、内容の変更または中止になる
　ことがあります。
問自然公園財団 十和田支部☎75 2368

体験してみよう！裁判員制度
　裁判員裁判が体験できます。
とき　７月 24 日㈬　
　　　①午前９時 30 分～正午（受付：午前９時～）
　　　②午後２時～４時 30分（受付：午後１時 30分～）
ところ　青森地方裁判所（青森市長島１丁目３番 26 号）
対象　小学５年、６年生（保護者同伴可）
定員　①、②　各 20 人（先着順）
申し込み受付　７月８日㈪　午前９時～
問青森地方裁判所総務課☎ 017-722-5421

北里大学夏休み体験学習参加者募集
　北里大学獣医学部での体験学習をします。
とき　８月７日㈬　午前９時～午後４時
集合場所　北里大学正門前
内容 ▶ペットにもしものことがあったとき、何を？
　　　　どうしたら？
　　　▶細胞を見てみよう、培養してみよう！　
対象　小学５年～中学３年生（保護者も参加できます）
定員　30 人（先着順）
持ち物　筆記用具、ハンカチなど
申込期間　７月３日㈬～ 16 日㈫
※汚れてもいい服装、上履き持参でお越しください。
　サンダル履きは禁止です。昼食は、学生食堂で無料
　提供します。
問スポーツ・生涯学習課☎72 2318

イベントイベント

夏休み学習支援教室参加者募集
　学習および工作・料理などを体験します。
とき　７月 30 日㈫～８月２日㈮　午前９時～正午
ところ　勤労青少年ホーム
対象　小学１年～３年生（保護者の送迎が必要です）
定員　各学年７人程度（先着順）
費用　500 円（教材費など）
持ち物　米１合
申込期限　７月 25 日㈭
問（公社）十和田市シルバー人材センター☎㉕ 0222

第３回アートイズ×十和田市現代美術館
ワークショップ

　振付師・ダンサーの磯
いそじま

島未
み き

来さんを講師に招き、常
設作品をモチーフにダンスを行います。展示室内でダ
ンスを踊ってみましょう。　
とき　７月 21 日㈰　午前 10 時 30 分～正午
ところ　現代美術館
対象　３歳～小学４年生
定員　15 人（先着順）
費用　500 円（材料費）
※汚れてもいい服装で
　お越しください。
問現代美術館☎⑳ 1127 2019 年 5 月 19 日開催

『トレースアートで分身の術』の様子

和田湖親子カヌー体験
７月 29

夏休み子どもみなみ体験塾参加者募集
　南コミュニティセンターで夏休みの思い出を作りま
せんか？

■ 習字教室
とき ７月 24 日㈬　午後１時 30 分～３時 30 分
対象 市内の小学３年～６年生
定員　24 人（先着順）

■ せっけんで宝石を作ろう！
とき　７月 26 日㈮　午前 10 時～正午
対象　市内の小学４年～６年生
定員　16 人（先着順）
費用　800 円（材料費）
◆いずれも
申し込み受付　７月５日㈮～
　　　　　　　※定員になり次第、受付終了となります。
問スポーツ・生涯学習課☎72 2318

アドベンチャーキャンプ 2019 参加者募集
　自然体験や野外活動などを通して、豊かな心を育み、
さまざまな年齢の仲間と交流することで自主性や協調
性を養うため、市子ども会育成連合会が主催するキャ
ンプです。
　いかだ作りやカヌーなどの体験をします。
とき　８月７日㈬～ 10 日㈯　３泊４日
ところ　公立小川原湖青年の家
対象　小学５年～中学３年生
定員　24 人（先着順）
費用　8,000 円（説明会の日に持参ください）
申込期間　７月３日㈬～ 17 日㈬
■ 参加者説明会
とき　７月 26 日㈮　午後７時～８時
ところ　市民交流プラザ「トワーレ」　多目的研修室２
問スポーツ・生涯学習課☎72 2318

キャ

します。
４日

ださい）

ナイトハイク・ホタル観察会参加者募集ナイトハイク・ホタル観察会参加者募集
とき　７月 20 日㈯　午後７時～８時 30 分
定員　40 人（先着順）　
持ち物　懐中電灯、防虫スプレー
申込期限　７月 12 日㈮
「水の中をのぞいてみたらⅠ」参加者募集
とき　７月 27 日㈯　午前９時～ 11 時 30 分
定員　30 人（先着順）　
持ち物　バケツや虫かご、網、飲み物、帽子、長靴
※汚れてもいい服装でお越しください。
申込期間　７月８日㈪～ 19 日㈮
◆いずれも
集合場所　東コミュニティセンター
※雨天時は東コミュニティセンターで学習会を行います。
問一本木沢ビオトープ協議会事務局
　　（スポーツ・生涯学習課内）☎72 2318

夏休み体験教室参加者募集
　馬事公苑でいろいろな体験をしてみませんか？

■ 沖縄の珍しい蝶
ちょう

の標本を作ろう
とき　７月 21 日㈰
　　　①午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
　　　②午後 １ 時 30 分～  ２ 時 30 分
対象　小学生以上
定員　10 人（先着順）
費用　100 円（材料費）
■ のび～るふわもちスライムを作ろう
とき　７月 28 日㈰
　　　①午前 10 時 30 分～ 11 時
　　　②午後 １ 時 30 分～  ２ 時
定員　10 人（先着順）
費用　300 円（材料費）
■ エコバッグにぬりえをしてオリジナルバッグ
　 を作ろう
とき　８月４日㈰
　　　①午前 10 時 30 分～ 11 時
　　　②午後 １ 時 30 分～  ２ 時
定員　６人（先着順）
費用　500 円（材料費）
■ 遠藤光子えんぴつ画教室
とき　８月 11 日㈰　午前 10 時～正午
対象　小学生以上
定員　30 人（先着順）
費用　100 円（材料費）
◆いずれも
ところ　馬事公苑　交流館
申し込み受付　７月９日㈫～
　　　　　　　※定員になり次第、受付終了となります。
申し込み方法　電話または直接申し込みください。
問馬事公苑称徳館☎㉖ 2100

■
と

ます。

子ども司書養成講座参加者募集
　図書館の仕事を学び、友達や家族に読書の楽しさを
伝える「子ども司書」になってみませんか。
とき　７月 30 日㈫、31 日㈬（２日間）
　　　午前 10 時～正午
内容　30 日：図書館の仕事について学ぼう　など
　　　31 日：お気に入りの本を紹介しよう
　　　　　　　「子どもビブリオバトル」
対象　市内の小学 4年～６年生
定員　20 人（先着順）
申込期限　７月 12 日㈮

読書感想文の書き方講座参加者募集
　読書感想文を書くための基本的なことやコツを教え
ます。
とき　８月６日㈫　（市内の小学１年～３年生対象）
　　　　　７日㈬　（市内の小学４年～６年生対象）
　　　両日とも午後１時 30 分～３時 30 分
定員　各 20 人（先着順）
持ち物　筆記用具、読書感想文を書くための本
申込期限　７月 31 日㈬
主催　親子読書会「わっこの会」

夏休みおはなし会
　絵本の読み聞かせや紙芝居、音楽など楽しい「おは
なし会」です。
とき　７月 21 日㈰　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
対象　幼児や小学生
※「㈵十和田ＮＰＯ子どもセンター・ハピたの」の協
　力により実施します。
※申し込みは不要です。
◆いずれも
ところ　市民図書館　多目的研修室
問市民図書館☎㉓ 7808

夏夏を楽を楽
 しもうしもう！！
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