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 暮らしのinformation

■問問ひろさき芸術舞踊実行委員会（☎
88・6499、 ■ＦＦ 88・6692、 ■ＨＨ
http://hirosakigeijyutu.wix.
com/hirosakigeijutubuyou）

弘前愛盲協会創立60周年
記念演奏会
　全盲のピアニスト（盲導犬を伴う）
による演奏会を開催します。
▽とき　12月７日（日）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ４階）ホール
▽演奏者　佐藤裕子さん、佐藤恵子
さん
▽入場料　500円
※保護者同伴の小学生以下は無料。
▽チケット販売所　紀伊國屋書店弘
前店、平山萬年堂、まちなか情報セ
ンター、ヒロロインフォメーション
ほか
■問問弘前愛盲協会事務局（八幡町１丁
目、身体障害者福祉センター内、玉
さん、☎36・4521）

ヒロロ健康サークル
～みんなで体を動かそう！～
　日ごろ運動しない人でも、無理な
く参加できるサークルです。一緒に
体を動かしてみませんか？
▽とき　12 月２日～ 16 日の毎週
火曜日、午前 10 時半～ 11 時 50
分（受け付けは午前10時から）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ひろさき健幸増進リーダー
による体操
▽対象　毎週継続して参加できる
40歳以上の市民＝25人（先着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動できる服装、室内用
シューズ、汗ふきタオル、飲み物
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・サー
クル名を記入し、11月 25日（必着）
までに健康づくり推進課（〒036・
8711、野田２丁目７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。

■問問健康づくり推進課（野田２丁目、
弘前市保健センター内、☎ 37・
3750）

文化グループ講習会

【七宝焼講習会～初心者でもたった
２時間でできるオリジナル・アクセ
サリー～】
　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
ループ「宝友会」の会員が講師とな
り行う、市民向けの講座です。
▽とき　11月 26日（水）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　ペンダントまたはブローチ
の製作
▽定員　15人（先着順）
▽受講料　1,000 円（材料費とし
て）
▽持ち物　エプロン
■問問 11 月 21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。

市民ボランティアによる
パソコン講座
　学ぶ市民のための講座です。
【エクセル2010入門講座】
▽とき　12 月２日・９日・16 日
の午前 10時～午後３時
※３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　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※エクセル 2010 以外のバージョ
ンを使っている人は操作方法が異な
りますので、ご注意ください。
▽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、USBメモリ、
昼食
▽受け付け開始　11 月 16 日、午
前８時半～（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）

第20回弘前市場まつり

▽とき　11月 30日（日）
　　　　午前７時45分～ 11時半
▽ところ　弘前水産地方卸売市場
（末広１丁目、弘果総合地方卸売市
場内）
▽内容　模擬セリ大会、カニの大鍋、
ジャンボアップルパイ実演即売会、
マグロ解体販売、水産物・野菜・花
などの即売会など
■問問弘前市場まつり実行委員会事務局
（☎27・5511）

追手門広場フリースタイル
マーケット
～クリスマススペシャル～
　クリスマスカラーに装飾された市
立観光館（下白銀町）内でフリーマー
ケットを開催します。
　日用品や雑貨・衣類など、出店者
が持ち寄った商品を販売しますの
で、ぜひおいでください。
▽とき　11月 30日、12月７日・
14 日・21 日、午前 10 時～午後
３時
▽ところ　市立観光館１階多目的
ホール・２階研修室
▽入場料　無料
■問問市立観光館（☎37・5501）

「ダンス交流キャンプ」
仲間と一緒にダンスを学ぼう
　２泊３日のストリートダンスレッ
スンを主とした交流合宿です。未経
験者も歓迎します。
▽とき　12月 21日～ 23日
▽ところ　岩木山総合公園（百沢）
▽内容　ダンスレッスン、トーク
セッション、作品制作・発表
▽対象　小学生～高校生＝ 40 人
（先着順）
▽参加料　6,000円（食事・宿泊・
レッスン料・保険料などを含む）
▽申し込み方法　申込用紙に必要
事項を記入の上、12 月 15 日ま
でにひろさき芸術舞踊実行委員会
（〒 036・8181、山道町 10の１）
へ持参、郵送またはファクスで申し
込みを。
※申込用紙、要綱はホームページか
らダウンロードできます。
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冬場の体力維持のための
冬期ストレッチ教室
▽とき　12 月２日～ 16 日の毎週
火曜日、午前10時半～ 11時半
▽ところ　市民体育館（五十石町）
会議室
▽内容　体感力・柔軟性を向上させ
るやさしいストレッチ、筋トレ体操
を行います。
▽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、
室内用シューズ
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所 ･ 氏名（ふりがな）・生年月日・
電話番号・教室名を記入し、11月
21 日（必着）までに市民体育館
（〒 036･8362、五十石町７）へ。

※応募者多数の場合は抽選で決定し
ます。家族や友人同士で参加希望の
場合は、はがき１枚で応募可。
■問問市民体育館（☎36･2515）

子ども天文クラブ公開講座

【～冬空にかがやく…
クリスマスの星々～】

　クリスマスに見るこ
とができる冬の星や、
12 月に打ち上げ予定
の「はやぶさ２」など
について解説するほか、クリスマス
にちなんだ天文に関する工作などを
行います。
▽とき　12月６日（土）
　　　　午後５時～７時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階プラネタリウム、視聴覚
室、工作実習室

※集合はプラネタリウムへ。
▽講師　鶴見弥生さん（みちのく天
文同好会）
▽対象　市内の小・中学生とその保
護者＝30人（先着順）
※親子や団体での参加も可。小学校
２年生以下は保護者同伴で。
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具
▽その他　弘前文化センター駐車場
は最初の１時間を超えると有料にな
ります。
■問問 12 月５日までに、郵送、ファク
スまたはＥメール（氏名〈保護者が
参加する場合は保護者氏名も〉・学
校名・学年・電話番号を記入）で、
中央公民館（〒036・8356、下白
銀町19の４、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）へ。

　ＮＨＫ交響楽団などに所属の弦楽
器奏者の皆さんによる室内楽の演奏
会「ドリームコンサート」と、コン
サートの演奏者から直接指導が受け
られる「ドリームゼミナール」を開
催します。また、「ちっちゃな音楽
会」や誰でも参加できる「弦楽器体
験コーナー」もありますので、気軽
においでください。
【ドリームコンサート】
▽とき　12 月５日（金）、午後７
時開演（６時20分開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽演奏曲目　バイオリンとビオラの
ための二重奏曲ト長調（モーツァル
ト作曲）／弦楽四重奏曲第 38番変
ホ長調「冗談」（ハイドン作曲）／
弦楽六重奏曲第１番・変ロ長調（ブ
ラームス作曲）
▽演奏者　バイオリン＝大林修子さ
ん（ＮＨＫ交響楽団）、村上和邦さ
ん（元ＮＨＫ交響楽団）、横溝耕一
さん（ＮＨＫ交響楽団）／ビオラ＝
井野邉大輔さん（仙台フィルハーモ
ニー管弦楽団）、須藤三千代さん（東
京フィルハーモニー交響楽団）／
チェロ＝宮坂拡志さん（ＮＨＫ交響
楽団）、山内俊輔さん（ＮＨＫ交響

楽団）／司会＝三戸正秀さん（ＮＨ
Ｋ交響楽団）
▽入場料（全席自由）　ペア＝
3,000 円／一般＝ 2,000 円／高校
生以下＝1,000円
▽チケット販売所　弘前文化セン
ター、紀伊國屋書店弘前店、さくら
野百貨店弘前店、まちなか情報セン
ター、さくらミュージック
※無料託児室を用意します。気軽に
ご利用ください。
■問問弘前交響楽団事務局（二川原さん、
☎携帯090・4559・9343）
【ドリームゼミナール】
▽とき　12 月６日（土）、午後０
時半～５時／７日（日）、午前 10
時～午後３時半
▽ところ　弘前文化センター
▽課題曲　
○初級者コース＝アブデラザール組
曲より第１・２楽章（ヘンリー・パー
セル作曲）／交響曲第９番より喜び
の歌（ベートーベン作曲）／ラデッ
キー行進曲（ヨハン・シュトラウス
１世作曲）
○経験者コース＝弦楽セレナーデ・
ホ短調全楽章（エルガー作曲）／弦
楽セレナーデ・ハ長調第１楽章（チャ
イコフスキー作曲）

※楽譜については弘前文化センター
に問い合わせを。楽器は各自で用意
してください。
▽受講料（１日）　一般＝1,000円
／高校生以下＝500円
▽申込期限　11月 28日（金）
※見学は自由ですので、希望者は受
付に申し出を。また、無料託児室を
用意します（要予約）。
■問問 弘前文化センター（☎ 33・
6571）
【ちっちゃな音楽会】
▽とき　12月４日（木）
　　　　正午～
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ３階）イベントスペース
▽入場料　無料
▽演奏曲目　アイネ・クライネ・ナ
ハト・ムジーク（モーツァルト作曲）
ほか
■問問弘前交響楽団事務局（菊地さん、
☎携帯090・2845・9547）
【弦楽器体験コーナー】
▽とき　12月６日（土）、午前 10
時～ 11時
▽ところ　弘前文化セ
ンター２階大会議室
▽参加料　無料（事前
の申し込みは不要）
※子ども用サイズのバイオリンや
チェロも用意しています。
■問問弘前交響楽団事務局（二川原さん、
☎携帯090・4559・9343）

プロオーケストラのメンバーによる
ドリームコンサート・ドリームゼミナール


