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鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎岩淵金満日本画展
▽とき　3 月 15 日～ 29 日、午前
９時～午後 4 時（最終日は午後 3
時まで。17 日、24 日は休み）
◎うれしたのし句会
▽とき　3 月 15 日（日）、午後 1
時～ 4 時
▽内容　陶房館を見学して俳句を二
句詠む（お題＝鳴海要記念陶房館～
吟行二句〈ぎんこうにく〉）
▽参加料　大人＝ 500 円、学生・
子ども＝無料
※見学のみも可。
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902）

講演会「自然治癒力を高め、
健康で長生きを（総合医療
について）」
▽とき　３月 16 日（月）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白

銀町）中会議室
▽内容　講演…講師・今充さん（弘
前大学医学部名誉教授）／個別健康
相談、押し花しおり作り、抹茶の癒
やし体験
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市民の森の会（工藤さん、☎
35・6440）
※平成 26 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

内窓で節約！
家庭でできる省エネ勉強会
　家庭でできる省エネ方法の講演
や、実際に内窓を設置した世帯から
設置後の変化など、体験談を聞く勉
強会を開催します。
▽とき　３月 22 日（日）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽対象　内窓設置や地球温暖化防止
に興味のある人＝ 10 人程度
▽参加料　無料
▽申し込み　３月 19 日までに、電
話かファクスで申し込みを（当日参
加も可）。

■問青森県環境パートナーシップセ
ンター弘前センター（百石町、☎
88・8808、 ■Ｆ 88・8809、 平 日
の午前９時～午後６時）

藤田記念庭園
３月も開館します
　３月中は毎日開館しますので、ぜ
ひおいでください。
▽開館時間　午前９時～午後５時
▽ところ　洋館（大正浪漫喫茶室、
藤田謙一資料室、会議室）、高台部
のみ
▽入園料　無料
※会議室は有料となります。詳しく
はお問い合わせください。
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

市民公開シンポジウム
「相続・遺言のやさしいお話」
　市民を対象として、相続登記や遺
産相続について、専門家がやさしく
お話しします。事前の申し込みは不
要で、個別無料相談もあります。
▽とき　３月 29 日（日）
　　　　午後２時～５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）４階市
民文化交流館ホールほか

▽内容　講演「遺言相続でもめない
ための創作落語」／トークセッショ
ン「よくある相談や、知ってびっく
り意外と知らない落とし穴とは !?」
／個別無料相談（３階多世代交流室）
■問青森県司法書士会（☎青森 017・
776・8398）

ウイングでシャワーが苦手
・水がこわいを克服しよう！
▽とき　３月２日～ 14 日（木・日
曜日を除く）
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽対象　２歳～６歳（未就学児）＝
10 人、小学生＝５人（いずれも先
着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　スイミングキャップ、
ゴーグル、水着、バスタオル
※開催時間など、詳しくはホーム
ページをご覧になるか、電話で問い
合わせを。なお、参加は期間中、１
人１回までとします。
■問ウイング弘前（☎ 38・8131）

ぷちこぎん（こぎん刺し）
ワークショップ
▽とき　① 3 月７日、午前 10 時～
正午／②７日、午後 1 時半～３時
半／③８日、午前 10 時～午後３時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場管理
棟（清野袋 2 丁目）２階
▽対象　針を扱える小学生～大人
※小学校 4 年生以下は保護者同伴。
▽定員　各回 10 人
▽内容　①②＝フレーム作成／③＝
アニマルキーホルダー作成
▽講師　西川千秋さん
▽参加費　①②＝ 1,800 円／③＝
2,500 円（いずれも材料費込）
▽持ち物　③を希望する人は、昼食
を持参してください。ワークショッ
プで使用する道具は用意します。細
かい作業になりますので、必要な人
は眼鏡などの持参を。
▽申し込み方法　３月５日までに、
電話かファクス（氏名〈ふりがな〉・
性別・学生の人は学年・連絡先・参

加希望コースを記入）で申し込みを。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎兼■Ｆ
36・7855）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　３月 14 日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室１
▽テーマ　「自助の無いボランティ
アはやめるべき～すべて自分の為に
ボランティアしています～（阪神大
震災で兄のように慕っていた上司を
失い…喪失感に襲われながらも、そ
の先に見えてきたもの…）」
▽講師　対馬覚さん（津軽広域救急
支援機構事務局長、五能線活性化倶
楽部理事）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎ 38・5595）

岩谷レーシングキャンプ
in岩木山
▽とき　３月 15 日（日）、１部（雪
上練習）＝午前９時～ 11 時半（受
け付けは午前８時～８時 45 分）／
２部（雪上練習）＝午後０時半～２
時半（受け付けは午前 11 時半～正
午）／映像ミーティング＝午後３時
～４時
▽対象　1 部＝ 30 人（小学校３年
生～中学校３年生）／２部＝ 30 人

（高校生～シニア）
※ 30 人を超えた場合は抽選となり
ます。
▽ところ　岩木山百沢スキー場（百
沢字東岩木山）
▽内容　基本トレーニング（低速や
バリエーション）、応用トレーニン
グ（ショートポールなどで規制練
習）、実践トレーニング（ＧＳＬゲー
トトレーニング）
▽参加料　１部＝ 1,000 円／２部
＝ 2,000 円（当日徴収）
▽講師　岩谷高峰さん（元オリン
ピック選手）
■問 3 月 5 日までに、岩木山百沢ス
キー場管理事務所（☎ 83・2224、

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１～第３土曜日の午前
11 時～ 11 時半
▽内容　「ともだち」をテーマと
した、絵本の読み聞かせ、紙芝居、
昔話、エプロンシアター、なぞな
ぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
◎だっこでおはなし会
▽とき　３月 28 日（土）
　　　　午前 10 時半～ 11 時
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊
び、ブックトークなど
▽対象　０歳～３歳の子と保護者
＝ 15 組程度（先着順）
～共通事項～
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

 教室・講座

■Ｆ 83・2411、 ■Ｅ yukiyama@
iwakisou.or.jp、■Ｈ http://www.
hyakuzawa-ski.com/）へ。

くらしの消費者講座

　今回のテー
マは「教育費
は大丈夫？小
学生がいる家
庭のファイナ
ンシャルプラ
ンの立て方に
ついて」です。子どもの教育費の考
え方や準備方法について、わかりや
すく説明します。
▽とき　３月 14 日（土）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽講師　青森県金融広報委員会金融
広報アドバイザー
▽対象　市民または周辺市町村住民
▽定員　30 人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　無料
■問 市 民 生 活 セ ン タ ー（ ☎ 34・
3179）

弘前図書館 ３月の
催し

ウィークエンド子どもクラブ

クラブ名 活動日程（原則として） 会場／内容 対象／参加料
子どもせん茶道クラブ 毎月第２・４土曜日の午前10時～午後４時 総合学習センター茶室／せん茶道のおけいこ 小・中学生＝10人／毎回300円

やきもの子どもクラブ 毎月第１土曜日の午前９時半～11時半 総合学習センター工芸室／やきものを作ろう 小学校２年生～中学生＝ 20人／毎回100円

女子ソフトテニスクラブ 毎週土曜日（４月中旬～３月）の午前９時半～正午 弘前公園・河西体育センター・弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター／ソフトテニスの基礎
小学校３年生～６年生の女子＝ 20
人／年間1,000円

子ども囲碁クラブ 毎月第１・３土曜日の午前９時半～11時 市民参画センター／囲碁の手ほどき・実戦 小・中学生＝30人／無料

日本舞踊を楽しむ会 毎月第１土曜日の午後０時半～２時半
毎月第３土曜日の午前9時半～午後０時半

弘前文化センター（第１土曜日）、第三大成小
学校（第３土曜日）／童謡、長唄、浴衣の着方 小・中学生＝20人／無料

子どもサッカークラブ 毎月第１・３土曜日（５月～10月）の午前９時～11時 豊田小学校グラウンド、克雪トレーニングセンター／基本技能を身に付けサッカーで遊ぼう 小学生＝20人／無料

いけばな子ども教室 毎月第１日曜日の午前９時半～11時半 弘前文化センター／いけばなの基礎 小・中学生＝30人／毎回500円
子どもお琴クラブ 毎月第１土曜日（５月～３月）の午前10時～正午 弘前文化センター／琴演奏の基礎と合奏練習 小学校３年生～中学生＝若干名／無料
弘前ねむの会ファミリー
コーラス ノーザンウイング 毎週土曜日（春・夏・冬休みあり）の午後１時半～４時

桔梗野小学校音楽室／歌と手話でのびのび歌お
う、歌で英語に楽しく慣れよう

小・中学生＝10人／無料（楽譜ファ
イル、Ｔシャツなど一部自己負担あり）

会員募集

　小・中学生のための子どもクラブ会員を募集します。
　いろいろな学校の友達を作るチャンスです。人数に限り
がありますので、早めにお申し込みください。
▽内容　下表参照
▽申し込み方法　はがきまたはＥメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・性別・電話番号・保護者名・学校名・新学年・

希望するクラブ名〈１つ〉を記入）で、３月 16 日（必
着）までに生涯学習課「ウィークエンド子どもクラブ」係

（〒 036・1393、賀田１丁目１の１、■Ｅ shougai@city.
hirosaki.lg.jp）へ。
※複数のクラブに申し込むことができます（１通につき１
クラブまで）。応募多数の場合は抽選で決定します。また、
各クラブの開始日などは、後日はがきまたはＥメールでお
知らせします。
■問生涯学習課（岩木庁舎内、☎ 82・1641）


