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▽とき　11月 23日（日）、午後２時から（午後１時半
開場）
▽ところ　総合学習センター（末広４丁目）２階多目的
ホール
▽定員　200人（先着順）
▽入場料　3,780（4,320）円（税込）
※（）内は当日券。全席指定・未就学児入場不可。
▽予約受け付け　10月 11日の午前 10時から、Ｅメー
ルかファクスで、住所、氏名、年齢、電話番号、希望枚
数を記入し申し込みください。また、学習情報館窓口で
も受け付け（午前10時～午後５時まで）します。

▽チケット引き換え　10 月
25 日～ 11 月２日の午前 10
時～午後５時）に、学習情報館
窓口にて引き換え。
※期間内に引き換えなかった
場合はキャンセル扱いとなり
ますのでご注意を。
▽持ち物　飲み物、タオル、動
きやすい服装
▽その他　無料託児室をご用
意します（要事前予約）
■問問学習情報館（総合学習センター内、☎ 26・4800、
■ＦＦ 26・2250、■ＥＥ gakushu@hi-it.jp）　
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プラネタリウムプラネタリウム  
［弘前文化センター］

□…一般投影を午後１時半～、午
後３時～の２回投影
■■…一般投影を午前 10 時半～、
午後１時半～、午後３時～の３回
投影
■■…わくわく☆こどもプラネを午
前 10時半～の１回、一般投影を
午後１時半～、午後３時～の２回
投影
■■…休み

★投影プログラム
【一般投影／45分間】
▽テーマ　月を知る！
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・
中学生、高校生＝ 120円
※ 65 歳以上の市民、市内の小・
中学生や障がい者、外国人留学生
は無料。年齢や住所を確認できる
ものの提示を。
【わくわく☆こどもプラネ／30
分間】
▽テーマ　秋の夜空を見上げて…
▽観覧料　無料
■問問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

カーヴィーダンス、樫木式メソッド考案者カーヴィーダンス、樫木式メソッド考案者

樫木裕実さんによるトーク＆レッスン樫木裕実さんによるトーク＆レッスン

ⓒ岡部太郎

前川國男の建物を大切にする会
設立10周年記念事業　
　前川自邸の 200 分の１の模型作
りをしてみませんか
▽とき　10月 26日（日）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　木村産業研究所（在府町）
２階　
※駐車場はありませんので自家用車
での来場はご遠慮ください。
▽講師　仲邑孔一さん（建築家）
▽定員　30人
▽参加料　4,500 円（模型代など
として、当日徴収）
▽持ち物　虫眼鏡（必要な人のみ）
▽申込締切　10月 19日（日）
▽その他　キットから作ってみたい
人は午前中からの参加もできます。
（別途申し込みが必要）
■問問前川國男の建物を大切にする会
（葛西さん、　☎兼■ＦＦ 33・3260、
■ＥＥ spacemeans@kkf.biglobe.
ne.jp）

「ゆめ」作文発表会＆講演会

▽とき　10月 26日（日）　
　　　　午後１時半～４時10分
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　①「ゆめ」作文発表会／②
講演「夢と希望。それが叶うとき、
叶わないとき」…講師・志村季世恵
さん（バースセラピスト）
▽対象　市民＝200人

▽参加料　無料
▽申し込み方法　電話で、弘前青年
会議所（☎34・4458）へ。
▽その他　総合学習センターの駐車
場が満車の場合は、東中学校駐車場
をご利用ください。なお、駐車場に
は限りがありますので、なるべく公
共交通機関をご利用ください。
■問問学校教育改革室（☎82・1645）

「犬と散歩ができる公園」
マナー講習会　
　市では、犬と散歩ができる公園と
して、長四郎公園、三岳公園、土淵
川吉野町緑地、城東公園、桜ヶ丘中
央公園、ふじの公園、扇町公園、蓬
莱広場の８カ所の公園を開放してい
ます。
　人と犬が共存するためには、マ
ナーが大切です。そこで、青森県動
物愛護センターから講師を迎え、マ
ナー向上のための講習会を開催しま
す。
　犬のしつけについての講話や、
リードを持った歩き方など、実技を
交えながらの講習を予定しています
ので、愛犬と一緒にぜひ参加くださ
い。また、これから犬を飼いたいと
いう人の参加もお待ちしています。
▽とき　10 月 11 日（土）、午前
10時から（１時間程度）
▽ところ　長四郎公園（城東北２丁
目）

※当日は、公園内に駐車できます。
なお、雨天時は中止となる場合があ
ります。
▽参加料　無料
■問問公園緑地課（☎ 33・8739、■ＥＥ
kouen@city.hirosaki.lg.jp）

シンフォニー「成年後見制度を
考える会」公開講座・相談室
【公開講座】
　「相続・遺言・成年後見制度～行
政書士の仕事～」をテーマに開催し
ます。　
▽とき　10月 12日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第３会議室
▽講師　竹内知弘さん（行政書士）
▽定員　40人（先着順）
※事前に予約できます。
▽受講料　500円（当日徴収）
【相談室】
　相続・遺言・財産管理・将来への
不安など、成年後見にかかわる法律・
社会生活上の諸問題について、相談
員が無料で相談に応じます（秘密厳
守）。
▽とき　10月 19日（日）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前文化センター２階第

１会議室
※事前の申し込みは不要。当日の受
け付けは午後３時半まで。
▽相談員　弁護士、司法書士、元裁
判所調停委員
■問問シンフォニー「成年後見制度を考
える会」（鎌田さん・北川さん、☎
兼■ＦＦ 38・1829、33・0393）

北の文脈文学講座

▽とき　10月 18日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽テーマ　「高木恭造の詩と小説」
▽講師　舘田勝弘さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料（事前の申し込みは
不要。ただし観覧料が必要）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・中
学生や障がい者、外国人留学生は無
料。年齢や住所を確認できるものの
提示を。
■問問市立郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

ターゲット・バードゴルフ
をしませんか
①ターゲット・バードゴルフ教室
▽とき　10 月 15 日・22 日の午
前９時から（受け付けは午前８時半
から）
▽参加料　500円
②ターゲット・バードゴルフ交流大
会
▽とき　10 月 29 日の午前９時か
ら（受け付けは午前８時半から）
▽参加料　1,500 円（弁当・飲み
物付き）
～共通事項～
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
▽対象　大学生以上の市民＝各 32
人
▽申し込み方法　①は 10月 14日
まで、②は 10月 22日までに、電
話かファクス（住所、氏名、電話番
号、①は参加希望日を記入）で、申
し込みを。
■問問岩木川市民ゴルフ場（☎兼■ＦＦ

36・7855）

ひとにやさしい社会推進
セミナー
▽とき　10月 22日（水）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽テーマ　「思いと思いやりを大切
にすること～内戦の続くカンボジ
ア、そして東日本大震災後の被災地
における本でよりそう復興支援～」
▽講師　鎌倉幸子さん（シャンティ
国際ボランティア会）
▽対象　市民または市内に通勤・通
学する人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。託児を希
望する人は 10月 15日までに申し
出を（無料）。
■問問 市民参画センター（☎ 31・
2500）

イクメン養成講座Ⅱ

～オレ、育休とっちゃいました～
　男性の育児休暇の取得はまだまだ
少ない中、実際に取得した人からの
体験談を聞いて、育児休暇の上手な
取り方を知りましょう。女性の参加
も歓迎します。
▽とき　10月 25日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第１会議室
▽講師　黒沼立真さん
▽対象　育児休暇を取ってみようか
と考えている、または興味のある、
市内在住のおおむね 18歳～ 50歳
の人＝ 10人（先着順、男女不問）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具
▽その他　託児室（有料）の使用を
希望する人は事前に予約を。
■問問 10 月 23日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■ＦＦ 33・4490、
■ＥＥ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

初級者＆中級者水泳教室

▽とき　10 月 23 日～ 11 月 20
日の毎週木曜日、午後７時～８時
▽ところ　温水プール石川（小金崎

字村元）
▽内容　初級者＝水慣れからノーブ
レスクロール／中級者＝４泳法を楽
しみながら泳ぐ
▽対象　初級者（水泳を始めたい市
民）＝ 10人、中級者（種目を問わ
ず25ｍ泳げる市民）＝10人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、10月 10日（必着）
までに、岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（〒 036・1332、兼平字猿沢 32
の 11）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

 教室・講座


