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スなど、参加者が自身の体を知るこ
とを目的とした体操および気づいた
問題点を克服に導くための体操とウ
オーキングの指導。
▽講師　葛原仁美さん（健康運動指
導士）
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　500円（当日徴収）
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物、バスタオル、使い
古しのストッキング２足分（用意で
きる人）、運動のできる服装
■問 河西体育センター（☎38・
3200）

聞いてみよう 世界の暮らし

「みんなが知らないニュージーラ
ン ド ～ The deep inside New 
Zealand～」
　人の数より
羊 の 数 が 多
い !? 距離は
ちょっと遠い
けど、時差は
ほんの数時間。実は身近な南の島国
ニュージーランドの知られざる魅力
に迫ります。人々の暮らしぶりや生
活様式・文化について、写真などを
交えながら日本語で分かりやすく紹
介します。来て、見て、聞いて、ニュー
ジーランドをもっと身近に感じてみ
ませんか。
▽とき　３月７日（土）
           午後１時半～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽講師　ユリア・スーザン・アンさ
ん（ニュージーランド出身、市職員）
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
■問３月 5日までに、電話かＥメー
ルで、中央公民館（☎ 33・6561、

■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

ストリートダンス教室

　年齢性別関係なく初心者を中心と
し、楽しくできるストリートダンス
の基礎的なステップレッスンを行い
ます。
▽とき　３月22日（日）
　　　　午後１時～２時
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽講師　三上貴史さん（ダンスイン
ストラクター）
▽対象　市民＝40人
▽参加料　500 円（傷害保険料を
含む）
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物、運動のできる服装
■問市民体育館（☎36・2515）

中級古文書読み方講習会

　弘前図書館所蔵の藩政時代の古文
書を活用した、読み方講習会を開催
します。
▽とき　３月７日・14日・21日・
28日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　蔦谷大輔さん（弘前大学国
史研究会会員）
▽対象　高校生以上で、古文書をあ
る程度読める人、弘前図書館主催の
初級講座を修了した人など＝ 30人
（先着順）
▽受講料　無料（別途テキスト代
700円が必要）
■問２月28日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

 暮らしのinformation

動きやすい服装、飲み物
■問三省地区交流センター（☎ 95・
3760、月曜日は休館）

市民ボランティアによる
パソコン講座
　学ぶ市民のためのパソコン講座で
す。
【はじめてのパソコン講座】
▽とき　３月３日・10 日・17 日
の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝
30人
▽参加料　無料

▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　２月 22日、午前
８時半から
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます（受付時間は午後５
時まで）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

少林寺拳法体験教室

　少林寺拳法を通して強い精神力と
身体を鍛えます。
▽とき　２月 25日～５月１日の毎
週水・金曜日、午後７時～８時
▽ところ　サッパドゥ（高田４丁目）
▽参加料　無料（各自スポーツ傷害
保険などに加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
動きやすい服装
■問午後７時以降に、少林寺拳法弘
前ブロック事務局（相馬さん、☎
27・3705）へ。

ベテランズセミナー

　世界遺産白神山地をはじめ、青森
の原生林に多く生えるブナ。木工に
は不向きとされた常識を覆し、弘前
の街に誕生した手業について紹介し
ます。
▽とき　３月５日（木）
　　　　午前９時半～11時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽テーマ　工業試験場～弘前地域研
究所－地域の産業とともに－③「弘
前から生まれた木製品BUNACO」
▽講師　九戸眞樹さん（市教育委員
会委員長）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問３月２日までに、電話かファク
スで、中央公民館（☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、火曜日は休み）へ。

健康体操
＆屋内ウオーキング教室
▽とき　３月19日（木）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　体のゆがみ、筋肉のバラン

三省地区交流センター
「ヨガ教室」
　健康づくりのために、ヨガを通し
て心と体をリフレッシュしてみませ
んか。
▽とき　３月１日・８日・15日の
午後２時～３時
▽ところ　三省地区交流センター
（三世寺字鳴瀬）
▽内容　初心者向けヨガ
▽講師　下山明子さん
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　ヨガマット（持っていな
い人には貸し出しします）、タオル、
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教室名 主な活動日程 定 員
 書道教室  毎月第１・３水曜日、午後１時半～３時半 35 人
 クレヨン画教室  毎月第１・３水曜日、午前 10 時～正午 40 人
 日本舞踊教室  毎月第２・４水曜日、午前 10 時～正午 20 人
 茶道教室（表千家）  毎月第１・３木曜日、午前 10 時～正午 15 人
 茶道教室（裏千家）  毎月第２・４木曜日、午前 10 時～正午 15 人
 健康料理教室①  毎月第３金曜日、午前 10 時～午後１時 25 人
 健康料理教室②  毎月第４金曜日、午前 10 時～午後１時 25 人
 健康体操教室  毎月第１・３土曜日、午前 10 時～正午 25 人

 歌謡（カラオケ）教室  毎月第２日曜日の午後３時～５時と毎月
 第４日曜日の午後２時～５時 40 人

 社交ダンス教室  毎月第１・３日曜日、午後１時半～３時半 男性＝15 人
女性＝25 人

　各教室の受講者を募集します。期間はいずれも４月～平成28年３月の
１年間です。
▽ところ　生きがいセンター（南袋町）
▽対象　おおむね65歳以上の市民
▽受講料　無料（一部の教室は教材費が必要）
▽申し込み方法　はがきに住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・電
話番号・教室名（１人２つまで。健康料理教室は①または②のいずれか１つ）
を記入し、２月28日（当日消印有効）までに、生きがいセンター（〒036・
8272、南袋町１の20）へ。電話での申し込みはできません。
※受講希望者が定員を超えた場合は、抽選で決定。より多くの市民に参加
してもらうため、同じ教室での受講が連続して３年を超えない人を優先し、
結果は後日通知します。
■問生きがいセンター（☎38・0848、月曜日と祝日の翌日は休館日）

生きがいセンターの教室

 

 

　平成 25年度には、県内で 1年間に延べ 5万 4,489 人から献血のご協力
をいただき、ありがとうございました。献血は、青森市・弘前市・八戸市
で開設している献血ルームと、県内の市町村を巡回する献血バス（計 4台）
で受け付けしています。弘前市の献血ルームCoCoSA（ココサ、駅前町）は、
献血する人がよりリラックスできるよう、平成25年 4月 30日にリニュー
アルオープンしました。おしゃれなカフェに来たような、居心地の良い空間
となっていますので、ぜひご利用ください。
　また、県内では現在、A型・B型・O型の血液が不足しています。一人
でも多くの人のご協力をお待ちしています。なお、青森県赤十字血液センター
では、献血した人に対し、7項目の生化学検査成績および 8項目の血球計
数検査成績をお知らせしています。
　献血は皆さんの健康管理にも役立ちますので、ご協力をお願いします。
■問健康づくり推進課（弘前市保健センター内、☎37・3750）

 教室・講座
 

献血のご協力を

      　　お願いします


