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障害者週間記念大会
福祉・教育懇談会
▽とき　11月 23日（日）、午前９
時40分～午後２時半
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）体育館
▽テーマ　「共に生きる街をめざし
て !! －あなたの支援があってかな
う・私にもできることがきっとある
－」
▽内容　基調映像「自立をめざして
　障害者カップルの半年」／記念講
演「海外子女教育事情とフランス」
…講師・永沢敦志さん（市教育委員
会学びの協力員）／パネルディス
カッション…コーディネーター・長
岡恵美子さん（障害者支援施設山郷
館くろいし次長）、パネリスト・町
田博美さん（市民生委員児童委員協
議会障害福祉部会長）、大中実さん
（弘果弘前中央青果総務部部長）、大
竹進さん（大竹整形外科院長、青森
県社会保障推進協議会会長、青森県
保険医協会会長）
▽参加料　無料（昼食を用意します）
■問問 11 月 20日までに、電話または
ファクス（住所・氏名を記入）で、
身体障害者福祉センター（☎ 36・
4521、■ＦＦ 32・1144）へ。
※電話での受け付けは午前８時半～
午後５時。

2014家事家計講習会

【予定生活　予算生活　シンプルラ
イフに続く道】
▽とき　① 11 月 11 日の午前 10
時～正午、② 13日の午前 10時～
正午、③15日の午後１時～３時
▽ところ　①③弘前友の家（中野５
丁目）／②市民参画センター（元寺
町）
※市民参画センターには駐車場があ
りませんので、自家用車での来場は
ご遠慮ください。
▽内容　１日＝ 1440 分の使い方
／住宅ローンのある家計
▽受講料　前売り＝ 350 円／当日
＝400円
▽託児　150円（軽食付き）

※申込時に申し出を。
■問問弘前友の会（一戸さん、☎兼■ＦＦ
88・8482）

躰道（たいどう）体験教室

▽とき　11 月１日～ 28 日の毎週
月・水・木・金曜日、午後７時～８
時
▽ところ　月・木曜日…青森県武道
館（豊田２丁目、運動公園内）／水・
金曜日…弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　躰道の動きを使った軽い運
動、躰道の構えと技の練習など
▽対象　小学生
▽参加料　800円（保険料として）
▽持ち物　運動できる服装、タオル
■問問 弘前市躰道スポーツ少年団
（ヒューゴソンさん、☎携帯 090・
3759・3648、■ＥＥ taiken@taido.
net）

フジ・ウメの庭木剪定（せん
てい）講習会 in三岳公園
▽とき　11 月８日（土）、フジ…
午前 10時～、ウメ…午前 11時～
（雨天決行）
▽ところ　三岳公園（北園１丁目）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　剪定ばさみ、のこぎり（多
少は貸し出しします）
▽その他　駐車場はありませんの
で、公共交通機関などをご利用くだ
さい。
■問問市みどりの協会（☎33・8733）

2014東北コンピュータ
専門学校公開講座
▽とき　11 月 15 日（土）、午前
10時～正午（受け付けは午前９時
半から）
▽ところ　東北コンピュータ専門学
校（上瓦ケ町）
▽内容　①タブレット活用（お買い
物・GPS ＋マップ・翻訳）／②ク
ラウドってなに！？
▽対象　タブレット・パソコンの基
本操作ができる高校生以上＝各 20
人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　11月８日までに、

ホームページ、Ｅメール、はがき、
電話またはファクス（住所・氏名・
電話番号・申し込み講座名・高校生
は学校名・一般の人は年齢を記入）
で、東北コンピュータ専門学校へ。
※定員になり次第締め切り。
■問問 東北コンピュータ専門学校
（〒 036・8503、上瓦ケ町 12、
☎ 32・6154、■ＦＦ 32・6155、■ＥＥ
comp@tcomp.ac.jp、 ■ＨＨ http://
www.tcomp.ac.jp）

北の文脈文学講座

▽とき　11月 15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　鎌田慧「北へちいさな旅」
▽講師　齋藤三千政さん（郷土文学
研究家）
▽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。

杖道（じょうどう）体験教室

▽とき　11月 16日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）体育室
▽対象　市民
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、タオル、運動し
やすい服装
■問問弘剣連杖道部事務局（木村さん、
☎携帯090・5832・3694）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【年賀状作成講座】
▽とき　11 月 18 日・25 日の午
前 10時～午後３時
※２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　ワード 2010 での年賀状
の作成
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウス操作ができる市民＝ 30
人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食、USB
メモリ
▽受け付け開始　11月９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）。
■問問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

ベテランズセミナー

▽とき　11月 20日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　日本のウヰスキーの父竹
鶴政孝の物語
▽講師　本田雅之さん（元ニッカ弘
前工場長）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問問 11 月 17 日 ま で に、 電 話 か
ファクスで、中央公民館（☎ 33・
6561、■ＦＦ 33・4490、火曜日は休み）
へ。

エコクラフトを使って
ミニかご作り教室
　紙の再生素
材である「エ
コクラフト」
を使って、か
わいい小さな
かごを作ってみませんか？

▽とき　11月 15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）
▽講師　プラザ棟職員
▽定員　15人（親子での参加も可）
▽参加料　無料
▽持ち物　洗濯ばさみ（10個程度）
※作ったかごに飾りを付けたい人は
レースやリボンなどの飾り付け用の
材料を持参してください。
▽受け付け開始　11月３日から
■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
前9時～午後４時、月曜日は休館日、
月曜日が祝日の場合は翌日が休館日）

水泳教室（平泳ぎ）

▽とき　12 月１日～ 17 日の毎週
月・水曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　平泳ぎの基本練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳げる市
民＝15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、11月 17日（必着）
までに、温水プール石川（〒036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※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）

からだリフレッシュ☆
ストレッチ体操教室
▽とき　11 月 20 日～ 12 月 18
日の毎週木曜日、午後１時半～２時
半

▽ところ　金属町体育センター
▽内容　身体をほぐすストレッチ体
操や自宅でできる体操の紹介、身体
バランスの向上を図るための筋力ト
レーニング
▽対象　市民＝12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、
運動のできる服装、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、11 月 14 日（必
着）までに、金属町体育センター
（〒036・8245、金属町１の９）へ。
※家族や友人同士での参加は、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）

ひとにやさしい社会推進
セミナー
▽とき　11月 23日（日）
　　　　午前10時～正午
▽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　「三間（サンマ）〈空間・
時間・仲間〉が育む子どもの意欲～
東日本大震災の被災地における学習
支援の実践～」
▽講師　石井布紀子さん（さくら
ネット代表理事、子どものエンパワ
メントいわて理事）
▽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 11月 17日までに申し
出を（無料）。
■問問 市民参画センター（☎ 31・
2500）
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