
は「まなびっと広場」選択科目です。
は施設の休館日です。

●あいよる21＝総合福祉センター（22-6262・若松町33-6）
●ふるる函館＝青少年研修センター（23-5961・谷地頭町5-14）

講座・教室名 日時・会場 対　象 定員 費用 申込み・問合せ（☎）など
旬の食材で健やかな食卓を

季節の料理教室「夏」
7月16日　午後6時半～8時半
●女性センター 市内在住・在勤の

男女

24人
(申込順)

教材費
1,200円

6月12日午後1時から
電話または直接申込み 女性センター(23-4188)

※託児要予約(6カ月～未就学)
※料理教室は、エプロン・三角
　巾・布巾持参

はこだての「ツウ」な魅力探し
「まちあるき探検隊」

7月19日　午前9時半～正午
●女性センター

20人
(申込順) 無料 6月10日午前10時から

電話または直接申込み
夏休み親子でチャレンジ

蓄光塗料で太陽系惑星
8月4日　午前10時～正午
●女性センター 小学生と保護者 10組

(申込順)
教材費
1,200円

6月28日午後1時から
電話または直接申込み

市民健康教室
「聞いて為になる目の話」

6月11日　午後2時
●東富岡町会館(富岡町2-46-7)

市民 なし 無料 直接会場へ 健康増進課(32-1515)
市民健康教室

「血管を元気に保つには」
6月20日　午後2時
●大手町会館（大手町17-2）

赤十字救急法基礎講習
（②のみ ）

①6月7日　午前9時～午後2時半　●市民プール
②6月15日　午後1時～5時　●あいよる21 15歳以上の市民 ①20人②30人

(申込順)
教材費等
1,500円

①6月3日②6月5日までに
電話申込み

日赤函館市地区事務局
(地域福祉課内・21-3255）

赤十字救急法
救急員養成講習

6月21日・22日（全2回）　午前9時～午後5時
●あいよる21

赤十字救急法基礎
講習修了者

30人
(申込順)

教材費等
1,700円 6月11日までに電話申込み

赤十字水上安全法
救助員養成講習Ⅰ

6月7日の午後2時半～5時、14日の午前9時～
午後5時、15日の午前9時～午後5時半(全3回)
●市民プール

15歳以上で赤十字救急
法基礎講習修了者

20人
(申込順)

教材費等
700円

6月3日までに電話申込み
赤十字水上安全法
救助員Ⅰ・Ⅱ資格継続研修

6月15日　午後1時～5時半
●市民プール

赤十字水上安全法救助員
Ⅰ・Ⅱ取得後2年経過者

Ⅰ10人Ⅱ20人
(申込順)

教材費等
1,000円

母子福祉センター
｢ワード2級・3級教室」

8月19日～10月16日の火・水・木曜日(全24回)
午後6時半～8時半　●あいよる21

母子家庭の母または寡
婦の方

12人
(申込順)

教材費・
検定料実費

6月4日午前9時～11日に
電話申込み

母子福祉センター（あいよる21内
・27-8047)※託児要予約

ガーデニング講座
簡単!!モストピアリーづくり

6月26日　午後2時～4時
●亀田福祉センター

市民

30人
(申込順)

教材費等
2,500円程度※ 電話申込み 住宅都市施設公社

(40-3605)
※200円割引の場合あり公園活用講座　五稜郭公園

太極拳で健康な身体づくり
7月6日　午前7時～8時半
●五稜郭公園※雨天順延7月13日

20人
（申込順） 無料 6月6日から電話申込み

バームクーヘン作り体験会
～野外で楽しいクッキング～

6月29日　午前10時～正午
●道南四季の杜公園

小学生
（保護者同伴）

各20人
(申込順)

教材費
500円程度 電話申込み

道南四季の杜公園
(34-3888)

シニアのためのエクササイズ
～無理のない簡単エクササイズ～

7月5日　午前10時～11時
●道南四季の杜公園 60歳以上の方

無料
6月5日から電話申込み

昆虫観察会
～昆虫って面白い～

7月13日　午前10時～正午
●道南四季の杜公園

小学生
（保護者同伴） 6月13日から電話申込み

定期普通救命講習 7月2日・9日・16日・23日・30日
午後1時半～4時半　●消防本部 市民 各20人

(申込順)
無料（テキスト希
望者は137円）

電話で消防本部救急課(27-0099)
※実技を行うため動きやすい服装で参加ください

初心者弓道教室
7月～9月の月･木曜日（全20回）
【午前】10時～11時半【午後】6時半～7時半
●千代台公園弓道場

中学生以上 各15人
（申込順）

1月3,000円
(他保険料等) 6月27日までに電話申込み

千代台公園弓道場
(53-4322 水曜日)

わくわく科学教室親子で学ぶ
「不思議な石　石灰石」

6月21日　午後1時半～4時
●函館博物館

市民（小学生は保
護者同伴） 各15人

(申込順)

300円 6月4日午前9時から
電話申込み

函館博物館
(23-5480 月曜日)

地域の身近な自然を調べる
「浜辺の漂着物を調べよう」

6月22日　午前9時半～正午
●函館博物館・大森浜 小中学生と保護者 50円 6月5日午前9時から

電話申込み

体験！日本画教室 7月6日・13日・20日（全3回）
午後1時～4時　●函館博物館 市民 10人

(申込順) 3,000円
6月11日午前9時から
電話申込み

子どもチャレンジ教室
「マジックに挑戦しよう」

6月14日【午前】10時～11時半【午後】1時～
2時半、6月28日【午前】10時～11時半
●亀田福祉センター

小学2～6年生 各8人
(申込順） 無料 6月3日午前9時から

電話申込み　　　　　              　　　亀田福祉センター
(42-7023 月曜日)
※1回の電話での受付は1組のみ
※持ちものはお問合せを抱っこdeベビーダンス教室

①ママコース②パパコース　　　　　　　
①6月18日　【午前】10時～11時半【午後】1
時半～3時②6月29日　午前10時～11時半　
●亀田福祉センター

首の座った4カ月
～2歳位の子と親

各20組
(申込順） 200円 6月4日午前9時から

電話申込み　　　        

ゆかた着付教室 7月1日・8日（全2回）　午後7時15分～8時45分
●青年センター

市民

12人
（申込順） 1,800円

電話申込み 青年センター
(51-3390 水曜日)

骨盤矯正ストレッチ教室 6月3日・10日・17日・24日
午前10時～11時　●青年センター

各20人
（申込順） 800円

子どもセンター
キャンドルナイト

6月22日　午後6時～8時半
●亀田青少年会館

小学生と保護者

20組
（抽選） 500円 6月14日までに

電話または直接申込み 亀田青少年会館
(41-4383 月曜日)

折り紙たなばたかざりづくり 6月29日　午前10時～正午
●亀田青少年会館

10組
（抽選） 300円 6月21日までに

電話または直接申込み
6月のまなびっと体験講座

「楽しく殺陣（たて）を！」
6月22日　①午後1時～2時半
②午後2時半～4時　●五稜郭公園

①小中学生
②18歳以上の方

各20人
（申込順） 無料 6月1日～20日に

電話申込み
市民創作「函館野外劇」の会
(56-8601)

ジュニアボランティア
お泊り会

6月21日午後1時半～22日午前10時半
(1泊2日)　●ふるる函館 小中学生 各60人

（申込順）
3,000円
程度

6月10日午前9時～19日に
電話申込み ふるる函館

(23-5961 月曜・祝日)アウトドア体験いっぱい！
ファイヤーキャンプ

7月12日午後1時半～13日午前10時半
（1泊2日）　●ふるる函館

6月28日午前9時～7月10
日に電話申込み

「宇宙の学校」函館校 6月22日、9月28日、10月26日（全3回）
午前9時半～正午　●中央小学校 小学生と保護者 30組

（申込順） 1,000円
6月1日～15日に函館プラネタリウムの会（　  http://
kireinaha.info/wordpress/planetarium/☎47-
3163）HPで申込み※電話申込不可

まなびっと広場参加者募集
　まなびっと広場は市民のみなさんの生涯学習を応援する単位認定制度です。参加者にはまなびっと手帳が交付され、
希望の対象講座を受講することで単位が認定されます。150単位まで認定されるとまなびっと博士として表彰されます。
　申込受付施設など、詳細は生涯学習文化課（☎21-3444）までお問合せください。
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