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キ、かぼちゃの皮ごとスープ作り
▽講師　環境整備センタープラザ棟
職員
▽対象　小学校６年生までの子ども
とその保護者（親子で申し込みを）
▽定員　20人
▽持ち物　エプロン、ふきん２枚、
お皿、マグカップ、スプーン、フォー
ク、飲み物

～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
■問１月 17 日から、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）へ。

ねぷた絵描き方講習会

▽とき　１月25日（日）　
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽講師　津軽錦絵作家協会会員
▽対象　小学生以上＝ 50人（先着
順）
▽受講料　700円
▽持ち物　鉛筆、消しゴム、習字筆、
ボタンばけ
※作品は、雪燈籠まつり期間、燈籠
に展示します。
■問１月 20日までに、受講料を添え
て弘前観光コンベンション協会事務
局（市立観光館内、☎ 35・3131）へ。

パッチワーク風ボレロ作り

　編み物初心者も参加できます。
▽とき　１月 25 日・29 日、２月
４日・８日・13 日の午前 10 時～
正午
▽ところ　北辰学区高杉ふれあいセ
ンター（独狐字山辺）
▽定員　10人
▽材料費　4,536 円（段染毛糸６
玉分）
※かぎ針７号、わ針40㎝の持参を。

無い人は相談ください。
■問１月 15日～ 23日に、高杉ふれ
あいセンター（☎95・3601）へ。

バレンタインデー料理
＆お菓子作り教室
▽とき　２月６日・13日の午後７
時～９時
※２回で１セットのコースです。
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽内容　バレンタインデー向けの料
理とお菓子作り（お菓子は持ち帰り
できます）
▽対象　市内に勤務か居住の働く青
少年（おおむね35歳まで）
▽定員　16人（先着順）
▽参加料　2,000 円（材料費とし
て）
▽持ち物　エプロン、三角きん、タ
オル、筆記用具
■問１月 30 日までに参加料を添え
て、勤労青少年ホーム（☎ 34・
4361）へ。
※材料の準備の都合上、締め切り以
降のキャンセルは参加料を返却でき
ません。

市立博物館の館長講話

【第５回館長の楽しい歴史講座】
　高照神社（高岡字神馬野）に祭ら
れている弘前藩四代藩主津軽信政に
ついての講話です。
▽とき　２月８日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　北方世界からみた「中興
の英主」四代信政
▽講師　長谷川成一さん（博物館館
長）
▽定員　100 人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み　２月１日の午前８時半
から電話で受け付け。
■問市立博物館（☎35・0700）

かっこいい大人養成講座４

【立春は過ぎてるけれど…「キムパッ
で恵方巻き体験！」】
▽とき　２月８日（日）
　　　　午後１時半～４時

▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階調理実習室
▽内容　①韓国ののり巻き「キム
パッ」を作り、５日遅れの恵方巻き
丸かじり体験／②韓国の「冬のおや
つ」についての講話
▽講師　崔永先（チェヨンソン）さ
ん（市国際広域観光課職員）
▽対象　市内に在住か勤務の 18歳
～ 50歳の人＝ 20人（先着順）
▽参加料　500円（材料費として）
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん２枚、持ち帰り用のタッパー
■問１月 30 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。

ベテランズセミナー

▽とき　２月12 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　くらしのあれこれ④「年
金生活者の税金ってどうなの」
▽内容　年金にかかる税金や、医療
費や寄付金を支払った際の税金につ
いて学習します。
▽講師　青木力さん（青森税務署審
議専門官）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問２月９日までに、電話かファク
スで、中央公民館（☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、火曜日は休み）へ。

第26回市民ボウリング教室

▽とき　①２月８日・② 11日の午
前 10時～正午（午前９時半集合）
※１日のみの参加も可。
▽ところ　①Ｖボウルカフェ弘前
（高崎２丁目）／②アサヒボウル（土
手町）
▽対象　ボウリング初・中級の市民
▽参加料　1,000 円（プレー代、
保険料を含む。１日のみの参加は
500円）
▽申込先　２月４日までに参加料を
添えて、Ｖボウルカフェ弘前（☎
27・4145）かアサヒボウル（☎ 
35・0363）のフロントへ。
■問各ボウリング場へ。

 暮らしのinformation

ンター（十面沢字轡）
▽観覧料　無料
■問文化財課埋蔵文化財係（☎ 82・
1642）

ひろさき合コンリーグ
「冬の陣」開催
～冬の夜　ＨＯＴな出会いと　旨い
料理（メシ）～
▽とき　２月 28 日、午後７時～
10時半（受け付けは午後５時半～
６時半）
▽ところ　鍛冶町・土手町周辺の飲
食店
※約60 店舗参加予定。
▽参加料　男性＝ 4,500 円、女性
＝3,500 円
※チーム戦と個人戦があります。な
お、参加資格など詳細についてはお
問い合わせください。
■問弘前商工会議所青年部事務局（☎ 
33・4111）

公民館スポーツ
フェスティバル
 「オトナの運動会」を開催します。
童心に返って楽しみませんか。
▽とき　２月22日（日）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）体育館

▽内容　運動会種目（パン食い競争、
逃げる玉入れ、二人三脚リレーほか
全７種目を予定）、景品持ち寄りビ
ンゴ大会、表彰式
▽対 象　18 歳～ 50 歳の市民＝
30人（先着順）
▽参加料　300円
▽持ち物　内履き、ビンゴ景品
■問２月13日までに、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

りんご新品種栽培研修会

　りんごの新品種について、試食会
を交えながら、今後の動向や、民間
育種などの研修会を行います。
▽とき　１月22日（木）
　　　　午後３時から
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽講師　今智之さん（板柳町産業振
興公社りんごワーク研究所りんご指
導監）
▽受講料　無料
■問りんご課（☎40・7105）

環境整備センターの教室

【布ぞうり作り体験教室】
　家庭にある使い
古しのタオルなど
を使って布ぞうり
を作ります。
▽とき　１月31日
（土）、午前９時半
～午後３時
▽講師　石田美津子さん
▽対象　中学生～大人＝20 人（初
めて参加する人を優先します）
▽持ち物　タオル４枚（約 35㎝×
80㎝）、手ぬぐい２枚（使い古しの
もので構いません）、昼食、作業し
やすい服装
【親子で楽しむエコスイーツクッキ
ング教室】
　食材の皮も無駄にしないエコなお
菓子作り教室です。
▽とき　２月７日（土）、午前 10
時～午後０時半
▽内容　りんごとかぼちゃのケー

弘前大学大学院人文社会科学
研究科大学院生公開研究発表
会と修士論文成果発表会
【大学院生公開研究発表会】
▽とき　１月 28 日（水）、午後２
時半～４時半（予定）
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
▽内容　米文学と南アジア史、経営
学を専攻する１年生が研究内容を発
表
【修士論文成果発表会】
▽とき　２月４日（水）、午後５時
～８時（予定）
▽ところ　弘前大学コラボ弘大（文
京町）８階八甲田ホール
▽内容　２年生が完成させた論文を
発表
※いずれも事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文学部教務担当（☎
39・3941、 ■Ｈ http://human.
cc.hirosaki-u.ac.jp/jinbun/
web/index.html）

史跡大森勝山遺跡
公開活用事業成果報告展
　大森勝山遺跡の概要と関連イベン
トを写真パネルで紹介します。
▽とき　１月31日～３月１日
▽ところ　裾野地区体育文化交流セ
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 教室・講座
 

　市では、子どもの夢を応援する事業を実施しています。
今回、中学生を対象とした国際交流関係事業（アメリカ、
台湾への訪問）の報告会と、自らの実体験に基づき「命
の授業」講演家として活動している元教員の腰塚勇人さ
んによる講演会を開催します。
▽とき　２月15日（日）、午後１時～４時
▽ところ　総合学習センター（末広４丁目）
▽講演　「命の授業～今の幸せに気づくことから夢はひろがる～」
▽対象　市民＝200人（先着順）
▽入場料　無料
▽申し込み方法　ファクスまたはＥメール（住所・氏名・電話番号を記入）
で学校教育改革室（■Ｆ 82･5899、■Ｅ kyouikukaikaku@
city.hirosaki.lg.jp）へ。
▽その他　駐車場には限りがありますので、なるべく公共交
通機関をご利用ください。
■問学校教育改革室（☎82・1645）

 

ＱＲコード

子どもの夢応援関係事業報告会

腰塚勇人さん講演会　　　　　


