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第 40 回生活技術発表展

　弘前地区生活改善グループ連絡協
議会では、農村女性と消費者が一堂
に集まり、お互いの活動や生活技術
などを交換する発表展を開催しま
す。皆さん、ぜひおいでください。
▽とき　２月18日（水）
　　　　午前10時半～午後２時半
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）
▽内容　農とくらしを楽しむ活動展
示（参加団体の活動展示・紹介）／
第 40回記念「地域農産物を使った
創作料理」の実演・試食・展示／講
演「楽しく学んでしっかり実践」…
講師・塩谷彰宏さん（青森県レクリ
エーション協会会長）
※事前の申し込みは不要。
■問中南地域県民局地域農林水産部
農業普及振興室生活担当（☎33・
4821）

シードルカレッジ
2015 in 弘前
▽とき　２月 19 日（木）、講演会
＝午後１時半～／シードル料理イベ
ント＝午後４時～
▽ところ　ホテルナクアシティ弘前
（大町１丁目）３階
▽内容　講演①「ヴィラデストワイ
ナリーのシードルづくりおよび長野
県シードルの現状について」…講
師・小西超さん（ヴィラデストワイ

ナリー醸造責任者）／講演②「ワイ
ン醸造の理論と実際～リンゴ酒産業
の創造に向けて」…講師・後藤奈美
さん（酒類総合研究所理事）／シー
ドル料理イベント…ゲスト・鈴木長
成さん（仙台ニッカサービス代表取
締役社長）
▽参加料　講演会＝無料／シードル
料理イベント＝2,000円
※どちらか片方のみの参加も可。
■問２月 17日までに、弘前シードル
研究会事務局（りんご課企画開発係
内、☎40・7105）へ。

青森県産業技術センターりんご
研究所試験成果・情報発表会
▽とき　２月17日（火）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　平川市文化センター（平
川市光城２丁目）文化ホール
▽内容　りんごやもも、ぶどうに関
する研究成果の発表とポスターの展
示、りんごの試食
■問りんご研究所（☎52・2331）

弘実デザイン角巻
2015 展示会
▽とき　２月21日・22日
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　岩木青少年スポーツセン
ター（常盤野字湯段萢）
▽内容　ファッション甲子園で優勝
した弘前実業高校の生徒がデザイ
ン・製作した「ノルディック角巻」

など、青森県の冬をイメージした作
品の展示会を開催します。
▽入場料　無料
■問青森県ノルディック・ウォーク
連盟（岩木山観光協会内、☎83・
3000）
※期間中「岩木山南麓豪雪まつり」
も同センターで開催しています。

パパ（未来のパパ）がつくる
基本のクッキング＆家族に
モテるパパになる秘訣

▽とき　２月22日（日）
　　　　午前10時～午後１時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）調理実習室など
▽内容　①冷蔵庫にある食材を使っ
た基本のクッキング体験／②自分で
作ったランチを食べながら、セミ
ナーに参加
▽講師　①＝なぎさなおこさん（ナ
ギサカフェ主宰／青森フード菜美
ゲーター）／②＝本田正博さん（あ
きたイクメンネットワーク代表）
▽対象　子育て中、またはこれから
子育て・結婚を考えている男性＝
15人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、おぼん、三角
きん
※託児（１歳～就学前まで）を希望
する人は２月 15日までに申し出を
（無料）。
■問２月 15 日までに、青森県男女
共同参画センター（☎青森 017・
732・1085）へ。

星空観察会 in プラネ

【星空入門教室～春の星々と皆既月
食を学ぼう !! ～】
▽とき　３月７日（土）、午後６時
～８時
※受け付けは午後５時半から。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室ほか
▽内容　視聴覚室で星空の楽しみ方
について学習した後、プラネタリウ
ムへ移動し、冬から春にかけての星
座の特徴と、４月４日に見られる皆
既月食について紹介します。
※当日が晴天の場合、屋外で星空観
察を行います。
▽講師　蒔苗智之さん（ひろさき星

の子サークル）
▽対象　市民＝30人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。当日の
申し込みは不可。
▽参加料　無料
▽その他　屋外での活動があるの
で、防寒具の持参を／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３月６日までに、電話、ファクス
またはＥメール（住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

男性介護者のつどい

▽とき　２月22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　介護についての話し合い
▽対象　男性の介護者または介護経
験者
▽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）

弘前法人会新春講演会

▽とき　２月 27 日（金）、午後４
時～５時半（開場は午後３時半）
▽ところ　フォルトーナ（和徳町）
▽内容　「環境と日本人のこころ」
▽講師　涌井史郎さん（造園家・東
京都市大学教授）
▽定員　400人
※事前の申し込みが必要。
▽入場料　無料
■問２月16日までに、弘前法人会（☎
36・8274）へ。
※受付時間は土・日曜日、祝日を除
く午前９時～午後５時。

ふれあい高齢者
ゲートボール親善大会
▽とき　３月14日（土）
　　　　午前９時～
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目、運動公園内）
▽内容　予選リーグ戦および決勝

トーナメント戦
▽対象　60歳以上の市民
▽参加料　１チーム（７人以内）＝
1,500円
※当日納入してください。
■問２月 27日までに、弘前市社会福
祉協議会（☎33・1161）か、弘
前市ゲートボール協会（五十嵐さん、
☎携帯090・8928・2328）へ。

2015 全日本一輪車競技大会
（舞台演技部門）
　県内４団体、県外８団体による美
の競演です。
▽とき　３月 22 日（日）、午前９
時45分～午後３時半
※開場は午前９時15分。
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽入場料　Ｓ席＝ 2,000 円／Ａ席
＝1,500円／Ｂ席＝1,000円
▽入場券取扱所　豊田児童セン
ター、東部児童センター、紀伊國屋
書店弘前店、平川市平賀児童館
■問 豊田児童センター（☎27・
7828）

藤田記念庭園２月の開館日

▽とき　２月１日・２日、７日～
11 日、14 日・15 日・21 日・22
日・28日の午前９時～午後５時
▽ところ　洋館（大正浪漫喫茶室、
藤田謙一資料室、会議室）、高台部
のみ
▽入園料　無料
※会議室は有料となります。詳しく
はお問い合わせください。
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

市民弓道教室

▽とき　２月 16日～３月 19日の
毎週月・木曜日、昼の部＝午前 10
時～正午、夜の部＝午後７時半～９
時
▽ところ　青森県武道館近的弓道場
（豊田２丁目、運動公園内）
▽定員　昼の部＝５人、夜の部＝
10人
※応募者多数の場合は抽選で決定し
ます。

緑の相談所 ２月の
催し

【展示会】
●クリスマスローズ展　７日～
11日
●ツバキ展　14日～ 22日
【講習会】
●園芸用土と肥料の話　14日、
午後１時半～３時半
●休館日　2日・12日・16日・
23日
■問緑の相談所（☎33・8737、
午前９時～午後５時〈７日～ 11
日は午後９時まで〉）

▽参加料　300円（初日に徴収）
■問２月９日までに、弘前弓道会
（梅津さん、☎携帯 090・5231・
9562）へ。
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プ ラ ネ タ リ ウ ム 
［弘前文化センター］

□…一般投影を午後１時半～、午
後３時～の２回投影
■…一般投影を午前 10 時半～、
午後１時半～、午後３時～の３回
投影
■…わくわく☆こどもプラネを午
前 10時半～の１回、一般投影を
午後１時半～、午後３時～の２回
投影　
■…休み

★投影プログラム
【一般投影／45分間】
▽テーマ　望遠鏡で見る冬の夜空
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・
中学生、高校生＝ 120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。
【わくわく☆こどもプラネ／30
分間】
▽テーマ　冬の夜空には…
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

２
月
の
投
影
日
程

♪オープニング　みんなで歌おう
岩木ファミリーバンド、岩木コーラス、あそべーる歌の会による「青い山脈」
♪第一部…岩木ファミリーバンド（バンド演奏）　成田千恵子さん（歌謡）　岩木
コーラス（合唱）　ヒロさん（歌謡）　あそべーる歌の会（歌謡）　西川宝翔会社
中（舞踊）　弘前櫻会（よさこいソーラン）　弘前相撲甚句愛好会（相撲甚句）　
長谷川清一さん（舞踊）　フィットネスサークル ファンキーウーマン（ポップダ
ンス）　ハイビスカスの会（フラダンス）　若林勝夫さん（歌謡）
♪第二部…小野花子さん（秋田県出身、民謡歌謡ショー）

 教室・講座

▽とき　３月１日（日）、午後１
時～（開場は午後０時半）
▽ところ　岩木文化センター「あ
そべーる」（賀田１丁目）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問岩木文化協会（長谷川さん、☎
携帯090・4638・4322）

第13回

春の文化芸能祭
【出演団体など】


