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町）３階グループ活動室
▽内容　「親子でヨーガ、みんなで
ヨーガ」
▽講師　下山明子さん（ヨーガイン
ストラクター、認定ヨーガ療法士）
▽対象　小学校６年生までの子ども
とその保護者
▽参加料　無料
▽持ち物　運動のできる服装
■問問 10 月 24日までに、市民参画セ
ンター子育てサポートシステム「さ
んかくネット」（☎31・2501）へ。

表千家流チャリティー茶会

▽とき　11月２日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　まちなか情報センター
（土手町）
▽茶券　300円
※売り上げはすべて、市社会福祉協
議会へ寄付します。
■問問表千家流弘前地区教授者会（山谷
さん、☎88・2693）

文化センターフェスティバル

　弘前文化センター（下白銀町）で
活動しているグループの皆さんが発
表会や作品展示、体験コーナーを通
して、日ごろの活動成果を発表しま
す。
▽とき　11月８日～ 10日
▽ところ　弘前文化センター

▽入場料　無料
※おおむね３歳以上の子どもの託児
室（有料）を用意しています。詳し
くは問い合わせを。
■問問中央公民館（弘前文化センター内、
☎33・6561、火曜日は休み）

シンフォニー「成年後見制
度を考える会」施設見学会
【家庭裁判所を見に行こう！】
▽とき　11月 10日（月）
　　　　午後１時半～３時半
▽集合　午後１時半までに、市民参
画センター（元寺町）１階に集合。
受け付け後に徒歩で青森家庭裁判所
弘前支部（下白銀町）に移動します。
※出発に遅れた人は参加できません
のでご注意を。
▽内容　成年後見制度の説明と法廷
見学（法廷が空いている場合）
▽定員　40人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みも可。
■問問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（鎌田さん、☎兼■ＦＦ 38・
1829、北川さん、☎兼■ＦＦ 33・
0393）

The津軽三味線2014　冬

　津軽三味線の音色が流れる街・弘
前で「The 津軽三味線 2014　冬」
を開催します。
　津軽三味線 300 人大合奏をメー
ンに繰り広げられる魅力満載のス
テージは、民謡や手踊りを織り込み、
津軽三味線本来の姿を追求する本場
ならではの迫力と感動を体験できる
イベントです。本場の醍醐味（だい
ごみ）を心ゆくまでお楽しみくださ
い。
▽とき　12月 13日（土）、昼の部
＝午後２時から／夜の部＝午後５時
半から
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽入場料（全席指定） 　昼・夜の
部ともにＳ席＝ 2,000 円、Ａ席＝
1,500円
▽チケット販売所　JR東日本びゅ
うプラザ、ヒロロ、イトーヨーカドー
弘前店、さくら野百貨店弘前店、弘
前中三、メディアイン城東店・樹木
店、市立観光館、まちなか情報セン
ター、弘前商工会議所

秋の読書週間2014
「めくる　めぐる　本の世界」
　秋の読書週間に合わせて、さまざ
まな催しを行います。
▽とき　10月 27日～ 11月９日
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）閲覧室
▽内容　
○えほんのすきなこ大集合！…絵本
の紹介
○『お菓子の家』で記念撮影（撮影
機器は各自で用意を）
【えほんのもりのおはなしかい
（秋スペシャル）】
▽とき　10 月 26 日、午前の部＝
10時半～ 11 時、午後の部＝２時
～２時半
▽ところ　健康ホール（ヒロロ３階）
▽演目　ヘンゼルとグレーテル、カ
ラーパネルシアターあきのうたなど
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問こども絵本の森（☎35・0155）

さんかくネットつどいの広場

　子育て情報を共有する場として開
催します。
▽とき　11月８日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　市民参画センター（元寺
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■問問 The 津軽三味線実行委員会（弘
前商工会議所内、☎33・4111）

弘前学生お笑いライブ inヒロロ
参加者募集中！！
　弘前市内の中学生・高校生なら、
どなたでも参加できますので、ぜひ
気軽に参加ください。本番のライブ
まで、弘前大学お笑いサークルＷＰ
Ｓ所属の学生がサポートします。
※平成 26年度「学都弘前」学生地
域活動支援事業費補助金対象事業。
▽とき　１月 18（日）、午後２時
～４時（予定）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　漫才、コント、一発芸など
▽その他　事前に２回程度のリハー
サルを予定しています。
■問問弘前大学お笑いサークルＷＰＳ
（■ＥＥ owarraiwps@
live.jp、■ＨＨ http://
owara iwpshp .
web.fc2.com/）

初心者・中級者
バドミントン教室
▽とき　11 月１日～ 22 日の毎週
土曜日、午前９時半～11時半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽対象　初心者または中級者の女性
＝25人（先着順）
▽参加料　１回 200 円（シャトル
代として）
※各自傷害保険に加入を。
▽持ち物　シューズ、タオルなど（ラ
ケットは貸し出します）
※事前の申し込みが必要。
■問問弘前市レディースバドミントン連
盟（佐藤さん、☎兼■ＦＦ 34・7462）へ。

精神保健福祉
ボランティア講座
▽とき　① 10 月 23 日、② 10 月
30日、午前 10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　①講話「精神しょうがいに

ついて」…講師・盛由美子さん（日
本精神科看護協会青森県支部事務局
長）ほか３講話／②講話「身近にで
きること、活動の紹介」…講師・つ
がる市精神保健福祉ボランティア
「エールの会」ほか１講話、フリー
トーキング
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。できるだ
け２日間の参加を。
■問問精神保健福祉ボランティアリボ
ンの会（鳴海さん、☎携帯 090・
7933・2411、 ■ＥＥ heartstation_
narumi@yahoo.co.jp）

「骨と関節の日」市民公開講座

　日本整形外科学会では 10月８日
を「骨と関節の日」と定め、骨と関
節に関する公開講座を開催します。
▽とき　10月 25日（土）
　　　　午後３時～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　講演「ロコモティブシンド
ロームと背ぼねの病気」…講師・和
田簡一郎さん（弘前大学医学部付属
病院リハビリテーション部）、座長・
工藤悟さん（工藤さとる整形外科ク
リニック院長）／関節に関する健康
相談
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問工藤さとる整形外科クリニック
（☎59・0345）

弘前大学公開講座

▽とき　10月 26日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前大学農学生命科学部
（文京町）３階302講義室
▽テーマ　「岩木川の水環境を学
ぶ！」
▽内容　「世界自然遺産白神山地が
岩木川に果たす役割は？」…講師・
工藤明さん（農学生命科学部教授）
／「川の生態系を保全するための魚
道を知っていますか？」…講師・泉
完さん（同教授）
▽対象　市民
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前大学農学生命科学部地域連携

 教室・講座
 

推進室（☎39・3758）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

プロが教えるかんたん楽しい
秋のエコクッキング教室
▽とき　11月１日（土）　
　　　　午前９時半～午後０時半
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽内容　たっぷり野菜の味噌汁、肉
詰めピーマンのトマト煮など全５品
▽講師　福士るみ子さん（サロン・
ド・胡桃）
▽参加料　無料
▽定員　20人（親子参加も可、小
学生以下の参加は保護者同伴）
▽持ち物　エプロン、ふきん、お椀、
平らな大皿、深めの小皿、はし、ス
プーン、お米一人当たり0.5 合（必
要に応じて飲み物など持参を）
▽受け付け開始　10月 18日（土）、
午前９時から
※前回のエコクッキング教室に参加
した人は 10月 25日より定員に空
きがある場合にのみ受け付けます。
■問問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388、受付時間は午
後４時まで）
※月曜日は休館日。月曜日が祝日の
場合は翌日が休館日。

市民公開講座

　弘前市医師会では本年度、弘前地
区在宅医療支援センターそよかぜを
開設し、その事業の一環として在宅
医療の講演会を行います。
▽とき　11 月８日（土）、午後３
時半～５時（午後３時開場）
▽ところ　弘前中三（土手町）８階
ホールスペースアストロ
▽内容　講演「在宅医療のことご
存じですか？～病気をしても住み
なれた家で、地域で暮らしたい…」
…講師・佐藤淳さん（佐藤内科小児
科取上医院院長）、土岐浩一郎さん
（弘前温 園園長）、佐藤ゆきゑさん
（訪問介護ステーションことぶき所
長）
▽対象　市民
▽参加料　無料
■問問弘前地区在宅医療支援センターそ
よかぜ（境さん、☎32・2371）

　スティールパンの小型版を製作
し、演奏の練習をして、コンサート
で演奏してみましょう。
▽日程と内容　楽器製作＝ 11 月
15日の午前９時～午後５時／調律・
演奏練習＝ 11月 16日の午前９時
～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホールほか
▽講師　冨田晃さん（弘前大学教
育学部准教授）、山口悦朗さん（ス
ティールパン製作家）、弘前大学ス
ティールパン部「hsb」
▽対象　小学校４年生以上＝ 15人
（先着順、小学生は保護者同伴で）

▽参加料　1,000円（材料費として）
▽申し込み方法　電話、ファクスま
たはＥメール（住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、11月８日ま
でに中央公民館へ。
▽その他　11 月 16 日の午後５時
から、参加者も交じってコンサート
を予定しています。
■問問中央公民館（下白銀町、弘前文
化センター内、☎ 33・6561、■ＦＦ
33・4490、 ■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

スティールパン・ワークショップ
～つくって、たたきます。～

 


