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▽参加料　無料
■問こども絵本の森（☎ 35・0155、
第３木曜日は休館日）

若年認知症の人と家族のつどい

▽とき　12月 28日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽対象　若年認知症の人とその家族
※医療・介護などの専門職の人は事
前に相談を。
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問認知症の人と家族の会青森県支部
弘前地域世話人・東谷さん（サンアッ
プルホーム内、☎ 97・2111、■Ｆ
97・2112）

国際交流ふれあいパーティー

～今日はみんなのバースデー♪～
　弘前大学の学生・留学生・市民ボ
ランティアが企画・運営する、市民
と市内に住む外国人が一緒に楽しめ
るパーティーです。

▽とき　１月10日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　軽食を楽しみながらの交
流、世界の誕生日をテーマとしたア
トラクションなど
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　一般（中学生以上）＝
300 円／小学生＝ 100 円（当日
持参を）
※幼児は無料です。
■問１月７日までに、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

弘前大学人文学部
文化財論講座公開講演会
▽とき　１月10日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前大学 50周年記念会
館（文京町）岩木ホール
▽内容　「さまよい始めた世界遺産
－暫定リストの行方－」をテーマに、
世界遺産はどうやって決まるのか、
認定の可否には何が重要かなどにつ
いての講演
▽講師　岡田保良さん（国士舘大学
イラク古代文化研究所所長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文学部西洋考古学研究
室（☎39・3243）

外国人留学生から直接聞ける
「世界のおはなし」
　アメリカ、中国、ニュージーラン
ド、フランス、チリ…いったいどん
な国なんだろう？
▽とき　１月17日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽内容　留学生による出身国の紹
介、留学生とのお話し（どちらも日
本語）
▽対象　各国の留学生と話してみた
い人、世界の国々に興味のある人
▽参加料　無料　

おはなしクイズラリー

　こども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階）閲覧室内に掲示する「おはな
しクイズ」にチャレンジしよう。
▽とき　12 月 19 日～２月１日／
出題１回目…12 月 19 日～１月４
日／出題２回目…１月５日～18日
／出題３回目…１月 19日～２月１
日
※回答カードの配布は、12 月 19
日午前 10 時からこども絵本の森受
付カウンターで行います（クイズラ
リー開催期間中は休館日を除く毎日
配布）。
▽ところ　こども絵本の森
▽内容　昔話や名作に関するクイズ
の回答を受付カウンターで配布して
いる回答カードに記入して、毎回５
問ずつの合計15問のクイズに挑戦
してください。15問全問正解者に
は、「おめでとうカード」と景品と
読書ノートをプレゼントします。
※景品の進呈は先着50人まで。
▽対象　小学生以下

※事前の申し込みが必要。
■問 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）
※弘前大学国際教育センターと中央
公民館が協力して実施する国際教育
事業です。

白神山地のルーツを学ぶ会

　世界遺産白神山地のルーツを学
び、自然環境について考えるための
講演会を開催します。
▽とき　１月17日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽内容　講演「白神山地と自然遺産」
①川の水位は、森で保たれる。／②
すべては目屋ダム建設から始まっ
た。／③人を育てる森に。…講師・
村田孝嗣さん（ＨＥＰ21副代表）
▽定員　80人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。　
■問環境管理課（40・7035）

弘前市青年交流会
婚活パーティー
～ Dolce de Ti amo

（ドルチェでティアモ）～
▽とき　１月31日（土）
　　　　午後７時～10時
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）13階「ステラ」
▽内容　市内のいろいろな洋菓子店
から取り寄せた盛りだくさんのス
イーツをはじめ、カクテルや食事を
楽しみながらの交流パーティー
▽対象　20 歳～ 50 歳ぐらいの独
身男女（男性は市内に居住する農業
青年）
※男性はスーツで参加を。
▽定員　男女各20 人
▽参加料　男性＝ 4,000 円／女性
＝2,000円
▽申し込み締切　１月21日（水）
■問弘前市青年交流会実行委員会事
務局（市農業委員会事務局内、☎
40・7104、 ■Ｅ nougyou@city.
hirosaki.lg.jp）

冬休みチビッコスポーツ教室

▽とき　12月 26日（金）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　市民体育館（五十石町）
競技場
▽内容　トランポリン、体力ゲーム、
チャレンジゲーム（ヒットだ・ター
ゲット、ドリブル走、ジャンプ、リ
ングリング、バランスレールほか）
▽対象　４歳以上の幼児とその保護
者・小学校１年生～２年生
※幼児は保護者も一緒に参加を。
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動のできる服装、室内
用シューズ、汗ふきタオル、水分補
給用の飲み物
※事前の申し込みは不要。当日直接
会場へ。
■問市民体育館（☎ 36・2515）

市民健康クッキング講座
（３回コース）
　健康講話や簡単なクッキングな
ど、「食」を通じた健康づくりの講
座です。
▽とき　1月 14 日（水）、２月４
日（水）、３月４日（水）
※時間はいずれも午前10 時半～午
後１時。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　全３回に参加できる市民
＝ 15 人（初めて参加する人を優
先）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号を記入し、
１月７日（必着）までに、健康づ
くり推進課健康増進係「市民健康
クッキング講座」（〒036・8711、
野田２丁目７の１）へ。

※応募多数の場合は抽選で決定しま
す。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

室内テニス教室

▽とき　１月４日・24日の午後１
時～２時半／１月 15 日・22 日・
29日の午後６時～７時半
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽対象　初級・中級クラス＝各 10
人（先着順）
▽参加料　１日＝ 500 円（保険料
含む、当日徴収します）
▽持ち物　テニスラケット、運動の
できる服装、室内用シューズ、汗ふ
きタオル
▽申し込み方法　希望日の５日前ま
でに、住所・氏名・生年月日・電
話番号・教室名・希望日を記入し、
E メ ー ル（hirote1961@gmail.
com）で申し込みを。
■問弘前テニスクラブ（原田さん、☎
88・1017、留守の場合、折り返
しますので連絡先をお知らせくださ
い）

ゆったり体力UP
ストレッチ体操
▽とき　１月９日～ 30日の毎週金
曜日、午前10時半～ 11時半
▽ところ　金属町体育センター
▽内容　簡単な脳トレーニングや筋
力トレーニング、体をほぐすスト
レッチ体操
▽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、12 月 28 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。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）
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▽とき　①１月17日（土）午後 ２ 時～ ３ 時半
　　　　②１月18日（日）午前10時～ 11時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）展示棟２階第１小会議室
▽内容　弘前の良さを発信し、受け取った人に弘前に興味を持ってもら
うことを目的に、絵手紙の技法を学びます。画材は用意していますので、
描きたいものがある場合は写真などを持参してください。
※弘前の街並みのイラスト展「ひろさきひとまち百景イラスト展」を同
時開催（午前10時～午後５時半）。
▽講師　上野啓太さん（イラストレーター）
▽対象　小学校高学年以上の市民＝各日40人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　申込用紙（ホームページに掲載）に必要事項を記入し、
12月 30日までに電話、ファクスまたはＥメールで申し込みを。
■問津軽ひろさきマーチング委員会（アサヒ印刷内、漆澤さん☎ 87・
1118、 ■Ｆ 87・5109、 ■Ｅ hirom@asahiinsatsu.co.jp、 ■Ｈ www.
hiro-marching.sakura.ne.jp）
※平成 26 年度市民参加型まちづくり１％システムの採択事業。

 教室・講座
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ひろさきを絵手紙にして知ってもらおう　ワークショップ

こころを伝える　ひろさき絵手紙展


