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▽内容　身体をほぐすストレッチ体
操および自宅でできる体操の紹介、
身体バランス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　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、２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。
※応募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 金属町体育センター（☎87・
2482）

裂き織りでブローチを作ろう

　古くなった
布や着なく
なった服を再
利用して、初
心者でも簡単
にできる裂き
織り体験をしてみませんか。
▽とき　２月28日（土）　
　　　　午前９時半～正午
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽定員　中学生以上＝10人
▽講師　石田美津子さん
▽参加料　無料
▽持ち物　フォーク（大きめのも
の）、ハンカチや手ぬぐいなどの不
要になった布
■問２月８日の午前９時から、弘前地
区環境整備センタープラザ棟（☎
36・3388、受付時間は午後４時
まで）へ。
※月曜日は休館日。

水泳教室（背泳）
▽とき　２月 25日～３月 16日の
毎週月・水曜日、午前 10 時～ 11
時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　基本的な背泳練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳ぐこと
ができる市民＝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・年齢・電話番号・教室名
を記入し、２月16日（必着）までに、
温水プール石川（〒 036・8123、
小金崎字村元125）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定。
■問温水プール石川（☎49・7081）

東北女子大学公開講座

▽とき　３月７日（土）
　　　　午前11時～午後２時
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「おさかな食育クッキング
～旬の魚いただきます♪～」
▽対象　食育に関心のある親子・一
般＝40人
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選で決定します。
▽受講料　１組500円
■問弘前丸魚（☎27・2345）
※詳細はホームページ（http://
w w w . h m a r u u o . c o . j p /
senshuraku/ryouri.html） を ご
覧ください。

イクメン養成講座Ⅲ

【未来のパパ、新米パパへ】
　パパの目からはウロコが落ち、
パートナーの目にはハートマーク
が !? 何となく聞きづらいテーマに
ついて、講話や実技を交じえて楽し
く覚えられます（全２回）。
○「結婚前～結婚～パートナーの妊
娠初期まで」
▽とき　２月26日（木）
　　　　午後７時～９時
▽内容　①「これさえつかんでおけ
ば」～パートナーの心のツボと心身
をいたわるコツ～／②「パパも妊婦
になってみよう！」～妊婦体験ジャ
ケットの装着～ほか
○「パートナーの妊娠・出産～育児
まで」
▽とき　３月５日（木）
　　　　午後７時～９時
▽内容　①「おぼえておこう！今か
ら始めるパパとしてのヒケツ」／②
「パートナーも大助かり！育児の決
めワザ」「絵本の読み聞かせ・沐浴

スノーウォーク体験会

　青森県ノルディック・ウォーク連
盟では、冬場の運動不足解消を図る
ためスノーウォークの体験会を開催
します。
▽とき　２月 21 日・22 日、午前
10時～午後１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　スノーシュー、かんじき、
スノーハイクの体験
▽参加料　500円（保険代、用具代、
温泉入浴料として）
▽持ち物　厳冬の野外での活動に適
した服装（長靴でも可）、入浴に必
要なタオルなど
※事前の申し込みは不要。
■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）
※期間中に「岩木山南麓豪雪まつり」
も同センターで開催しています。

第６回ふれあい介護者教室

▽とき　２月24日（火）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　パインハウス岩木（賀田
２丁目）２階会議室ほか
▽テーマ　「認知症あるある劇場第
二弾！～明日は我が身 !?」
▽内容　軽度認知症の症状と対応を
寸劇にして、分かりやすくお知らせ
します
▽対象　市内に居住する、介護に携
わる人や興味のある人
▽定員　40人程度
▽参加料　無料
■問２月 20日までに、松山荘在宅介
護支援センター（工藤さんか成田さ
ん、☎83・2233）へ。

からだリフレッシュ
☆ストレッチ体操教室
▽とき　２月21日
～３月 28 日の毎
週土曜日、午前 10
時半～ 11時半（３
月21日を除く。）
▽ところ　金属町
体育センター（金
属町）

■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

中級古文書読み方講習会

　弘前図書館所蔵の藩政時代の古文
書を活用した、読み方講習会を開催
します。
▽とき　３月７日・14日・21日・
28日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　蔦谷大輔さん（弘前大学国
史研究会会員）
▽対象　高校生以上で、古文書をあ
る程度読める人、弘前図書館主催の
初級講座を修了した人など＝ 30人
（先着順）
▽受講料　無料（別途テキスト代
700円が必要）
■問２月28日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

子育て応援クッキング講座

　料理に興味のある子育て世代の女
性のための料理講座です。ぜひ参加
ください。
▽とき　３月８日
（日）、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　和風炊き込みパエリア、じ
ゃがいもとツナのガレット、野菜た
っぷりトマトスープの調理
▽対象　市内に在住する子育て中ま
たは 20 代～ 30 代の女性＝ 10 組
（先着順、託児は５組まで）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し

（もくよく）・おむつ交換はここがポ
イント！」の実技ほか
～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）和室
▽講師　三崎直子さん（弘前大学大
学院保健学研究科准教授）
▽対象　いずれも 18歳～ 50歳ま
での男性で結婚・出産・育児につい
て興味のある人、結婚予定の人、パー
トナーが出産予定の人、現在育児中
の人＝各回10人（先着順） 
▽参加料　無料
※どちらか１回のみの参加も可。
■問２月 25 日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、（火曜日は休館日）へ。

脳＆カラダをスッキリ！
体操教室
▽とき　３月３日～ 24日の毎週火
曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽内容　タオル・バランスボール・
ゴムチューブを使ったストレッチ体
操、手足を使う簡単なリズム体操、
脳トレゲームなど
▽対象　市民＝15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、
運動の出来る服装、内履き
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、２月15日（必着）までに
克雪トレーニングセンター（〒
036・8101、豊田２丁目3の1）へ。
※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。１回の
みの参加も可。

■問２月９日から電話で、弘前市保健
センター（☎37・3750）へ。

健康体操
＆屋内ウオーキング教室
▽とき　３月19日（木）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　体のゆがみ、筋肉のバラン
スなど、参加者が自身の体を知るこ
とを目的とした体操および気づいた
問題点を克服に導くための体操とウ
オーキングの指導。
▽講師　葛原仁美さん（健康運動指
導士）
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　500円（当日徴収）
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物、バスタオル、使い
古しのストッキング２足分（用意で
きる人）、運動のできる服装
■問 河西体育センター（☎38・
3200）

ストリートダンス教室

　年齢性別関係なく初心者を中心と
し、楽しくできるストリートダンス
の基礎的なステップレッスンを行い
ます。
▽とき　３月22日（日）
　　　　午後１時～２時
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽講師　三上貴史さん（ダンスイン
ストラクター）
▽対象　市民＝40人
▽参加料　500 円（傷害保険料を
含む）
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物、運動のできる服装
■問市民体育館（☎36・2515）


