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の詳細については、後日市ホーム
ページに掲載します。
■問問財産管理課（☎40・7111）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【メール講座】
▽とき　11 月６日・13 日の午前
10時～午後３時（２日間１セット）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　メールの利用方法など
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　10 月 19 日から
（受付時間は午前８時半～午後５時）
■問問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　① 11月８日、午後
１時～２時＝社会学をのぞいてみよ
う！２～人間関係を科学する～／②
11月 16 日、午前９時半～午後１
時＝「おいしい津軽のおかず」を作
りましょう（５）／③11月 16日、
午前10時～11時半＝保育講座Ⅲ．
親子で楽しむ音遊びとスキンシップ
▽ところ　①②＝東北女子短期大学
（上瓦ケ町）／③＝ヒロロ（駅前町）
３階多世代交流室２
▽対象　①高校生以上＝ 20人／②
高校生以上＝ 30人／③親子＝ 20
組
▽受講料　①③＝無料／②＝ 300
円（食材料費として）
■問問ホームページ、はがき、Ｅメー
ル、電話またはファクス（住所、氏
名、電話番号、希望講座名を記入）
で、東北女子短期大学公開講座係
（〒 036・8503、上瓦ケ町 25、
☎ 32・6151、 ■ＦＦ 32・6153、
■ＥＥ tibunken@toutan.ac.jp ■ＨＨ
http://www.toutan.ac.jp/）へ。

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　① 11月８日（土）、
午前 10 時 20 分～ 11 時 20 分＝
「青森県産食品成分が消化管機能に

及ぼす効果～おなかの調子を整える
成分とは？～」、②11月29日（土）、
午前 11時～午後２時＝「おさかな
食育クッキング～旬の魚いただきま
す♪～」
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）　
▽対象　①市民／②食育に関心のあ
る親子または市民＝40人
※事前の申し込みが必要。応募者多
数の場合は抽選で決定。
▽受講料　①＝無料／②＝１組
500円
■問問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■ＨＨ http://www.tojo.
ac.jp）
※②の講座については、電話（☎
27・2345）か弘前丸魚ホーム
ペ ー ジ（http://www.hmaruuo.
co.jp）から申し込みください。

青森県薬剤師会学術大会
特別講演（市民公開講座）
▽とき　11月９日（日）、午前 10
時 10分～ 11時 25分
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）３階麗峰の間
▽テーマ　「短命県返上～薬剤師の
使命　新たな展望～」
▽内容　講演「青森県民の健康寿命
について」…講師・中路重之さん（弘
前大学大学院医学研究科長・医学部
長）
※講演のほか、ブースを設置し、日
ごろの薬剤師の活動を紹介します
（午前中）
▽対象　市民
▽参加料　無料
■問問青森県薬剤師会弘前支部（☎
32・6205）

市民太極拳教室

▽とき　11 月７日～ 12 月 12 日
の毎週金曜日、午後１時～３時
▽ところ　笹森記念体育館（下白銀
町）武道場
▽内容　24 式太極拳の基本、スト
レッチなど
▽参加料　600 円（保険料などと
して）
▽持ち物　運動できる服装、室内用
シューズ、汗ふきタオル、筆記用具、
飲み物

弘前大学人文学部
国際公開講座
【2014「日本を知り、世界を知る」
アジアの文化・歴史〈再発見〉－津
軽・日本そして中国－】
▽とき　11月３日（月・祝）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　弘前大学 50周年記念会
館（文京町）２階岩木ホール
▽内容　①「津軽の仏教文化－弘前
市立博物館展示『久祥院殿写経』（隣
松寺蔵）をめぐって－」…渡辺麻里
子さん（弘前大学人文学部教授）／
②「津軽の気づきにくい方言－こと
ばの受容と変容－」…川瀬卓さん（同
講師）／③「雲南－中国南辺から見
る世界－」…荷見守義さん（同教授）
／④「中国の詩跡巡礼－名詩誕生の
聖地、寒山寺（楓橋）・華清宮・桃
花潭など－」…植木久行さん（同教
授）／⑤特別講演「過去・現在を想
像する源義経伝説－青森・北海道に
おける生存説の展開と意味－」…マ
シュー・トンプソンさん（上智大学
准教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要、入退場自
由。
■問問弘前大学地域未来創生センター
（渡辺さん、☎ 39・3198、平日
の午前 10時 15分～午後３時、■ＨＨ
irrc@cc.hirosaki-u.ac.jp）

ファシリティマネジメント
市民セミナー
　公共施設の老朽化による維持管理
費の増大や、人口減少による遊休施
設の増加など、公共施設をとりまく
さまざまな問題について、市の現状
や取り組みをお知らせします。
▽とき　11月 7日（金）
　　　　午後１時半～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「ファシリティマネジ
メントってなぁに？～公共施設の有
効活用について～」／パネルディス
カッション「市民に愛され親しまれ
る公共施設を次世代に継ぐために～
弘前らしさとは何か～」
▽対象　市民＝120人
※事前の申し込みは不要。セミナー

▽申し込み　当日会場で受け付け
■問問弘前市武術太極拳連盟（鹿内さん、
☎28・2548）

プールで体力づくり教室

▽とき　11 月７日～ 12 月 19 日
の毎週金曜日、午後１時～２時（11
月 14日は休み）
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水中での体操、ウオーミン
グアップを兼ねた水中ウオーキン
グ・ストレッチ、簡単な筋力トレー
ニング、ゲームなど
▽対象　市民＝20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 28日（必着）
までに、河西体育センター（〒036・
8316、石渡１丁目19の１）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 河西体育センター（☎ 38・
3200）

文化グループ講習会

【古典を読む会一般講習会】
　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している「古典
を読む会」では、一般向けの講習会
を開催します。
▽とき　11月９日（日）
　　　　午後１時半～２時半
▽ところ　弘前文化センター３階視
聴覚室
▽内容　古典（「和泉式部集」の音読）
▽講師　畠山篤さん（弘前学院大学
教授）
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　無料
■問問 10 月 31日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

ゆったりヨガ
＆ストレッチ教室
▽とき　11 月 11 日・18 日・25
日の午後７時～９時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十

石町）
▽内容　初心者向けのゆったりヨガ
に、ストレッチも取り入れた楽しい
教室です。
▽対象　市内に勤務か居住のおおむ
ね 35歳までの働く青少年＝ 15人
（先着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
バスタオル、運動のできる服装
■問問 11 月８日までに、勤労青少年
ホーム（☎34・4361）へ。

気軽にスポーツ体験教室

▽とき　11月 11日
～ 12 月 16 日の毎
週火曜日、午前 10
時半～正午（11 月
25日を除く）
▽ところ　金属町体
育センター（金属町）
▽内容　ストレッチ体操、ラケット
テニス、ソフトバレーなどの軽ス
ポーツの簡単なルール説明とゲーム
▽対象　市民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽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 30 日まで
に金属町体育センター（〒 036・
8245、金属町１の９）へ。
※夫婦や友人同士ははがき１枚で応
募可。応募多数の場合は抽選で決定
します。
■問問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

ストレッチ体験教室

▽とき　11 月 11 日～ 12 月２日
の毎週火曜日、午前９時半～ 10時
半
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）健康ルーム
▽内容　タオル・ミニバランスボー
ルを使ったストレッチ体操
▽対象　市民＝10人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、

運動のできる服装
▽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 31日（必着）
までに、温水プール石川（〒036・
8123、小金崎字村元125）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。
■問問温水プール石川（☎49・7081）

～新人さんのための～
即戦力になるための意識講座
　社会人に不可欠なビジネスマナー
や仕事に対する意識、仕事の進め方
などを学びます。
▽とき　11月 12日（水）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　ホテルニューキャッスル
弘前（上鞘師町）
▽対象　平成 26年入社の新入社員
またはそれに準ずる人＝30人
▽参加料　無料
■問問あおもり中小企業人材支援セン
ター（☎青森 017・763・5522、
■ＦＦ 017・763・5523）

かけっこ教室

▽とき　11月 12
日 ～ 12 月 12 日
の毎週水・金曜日、
午後４時半～５時
半
▽ところ　河西体
育センター（石渡１丁目）
▽内容　走る・跳ぶ・ける・投げる
などの全身運動、ラダー、ミニハー
ドルを使って足を動かすトレーニン
グ
▽対象　小学校１年生～３年生＝
20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
室内用シューズ
▽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 28日（必着）
までに、河西体育センター（〒036・
8316、石渡１丁目19の１）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 河西体育センター（☎ 38・
3200）


