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▽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また
は市民＝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）
※詳細は弘前丸魚ホームページ（■Ｈ
http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html） を ご
覧ください。

あおもりいのちの電話
相談員養成講座
～傾聴から始まるカウンセリング基
礎講座（全６回）～
▽とき　５月 30日～７月 11日の
毎週土曜日、午後２時～４時
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）大会議室
▽対象　①あおもりいのちの電話の
相談ボランティアになることを希望
する 20歳～ 65歳の人（４月１日
現在）、②相談活動、福祉や医療な
どの援助活動にかかわっている人、
または目指している人、③カウンセ
リングについて学びたい人
※②③は年齢不問。
▽定員　30人（先着順）
▽受講料　１万円（前納、分割可）
■問５月 22日までに、あおもりいの
ちの電話（☎ 38・4343〈平日の
午後１時～５時〉、■Ｆ 38・5355、
■Ｈ http://www.inochi-a.net/）
へ。

水泳教室（クロール）

▽とき　６月１日～ 18 日の毎週
月・木曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　クロール呼吸練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳げない
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・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、５月 18 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

▽内容　ストレッチ、ウオーキング、
脳トレ体操
▽対象　市民＝15人（先着順）
▽参加料　１日200円（保険料含む）
▽講師　スポーツ指導員
▽持ち物　タオル、飲み物、帽子、
リュック
▽申し込み　参加希望日の２日前ま
でに電話またはファクス（氏名、性
別、電話番号、教室名、参加希望日
を記入）で申し込みを。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎兼■Ｆ
36・7855）

能を楽しむための謡曲・
仕舞講座
▽とき　練習日＝５月 29日、６月
26日、７月24日、８月28日、９
月 25日の午後６時半～８時／成果
発表＝10月 25日の午前 10時～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）第１練習室
▽内容　謡曲の発声練習および仕舞
の基本練習など
▽講師　三浦信夫さん（観世流準職
分）ほか
▽対象　小学生以上＝ 20 人程度
（小中学生の場合は保護者同伴）
▽受講料　無料
▽持ち物　白たび
■問５月22日までに、弘前謡曲会（三
浦さん、☎34・5013、八木橋さん、
☎32・7796）へ。

ランニングクラブ会員募集

▽活動日　毎週水曜日の午後７時～
８時
▽内容　運動公園内のランニング
※月１回のロード練習を予定。
▽参加料　１回200円
※別途入会金（500円）と年会費（高
校生以上＝ 5,000 円、中学生以下
4,000 円〈傷害保険料を含む〉）が
必要。
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
、平日の午前10時～午後６時）

東北女子大学公開講座

▽とき　５月30日（土）
　　　　午前11時～午後２時
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）

んご工房）／こぎん刺し＝三浦佐知
子さん（弘前こぎん研究所）
▽定員　20人
▽参加料　無料
▽持ち物　草木染＝エプロン、ゴム
手袋／こぎん刺し＝こぎん刺し用の
針（長さ6.5㎝程度〈持っていない
人は手芸店などで購入を〉）
▽申し込み受け付け　５月５日（火・
祝）から
※昨年の草木染、こぎん刺し教室に
参加していない人を優先します。
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388、午前９時～午
後４時）
※月曜日は休館日です。５月４日
（月）は祝日のため開館し、５月７
日（木）が休館日となります。

ミニムワイン講座

　ワインの選び方や雑学などを通し
て、どなたでも楽しく学べる講座です。
▽とき　５月 22 日、６月 19 日、
７月 17日の午後６時半～８時半
▽ところ　土手町コミュニケーショ
ンプラザ２階地域交流室
▽内容　正しいワインテイスティン
グ、ぶどう品種の違いなど
▽講師　新岡さん（日本ソムリエ協
会公認シニアソムリエ）
▽対象　20歳以上の人＝10人
▽受 講 料　1,500 円（テキスト
代を含む。教材費としてワイン代
2,000円が別途必要。）
▽その他　車での来場は不可。
■問ミニム事務局（渡邊さん、☎携帯
090・1376・9393、■Ｅ hiromi@
minimewine.com）

河西体育センターの教室

【高学年のための走り方教室】
▽とき　５月23日（土）
　　　　午後１時～３時
▽内容　速く走るコツ、身体を上手
に使うコツを教えます。
▽対象　小学校４～６年生＝20人
【親子でチャレンジ！走り方教室】
▽とき　５月23日（土）、午前10
時～正午
▽内容　速く走るコツ、身体を上手
に使うコツを教えます。　
▽対象　小学校１～３年生の児童と
その保護者＝20組

【筋トレ・脳トレ水中ウオーキング
教室】
▽とき　５月 27日～７月１日の毎
週水曜日、午前10時半～ 11時半
▽内容　水中ウオーキング（基本か
ら応用まで）、水中ストレッチ、バ
ランスを重視したトレーニング
▽対象　市民＝15人
～共通事項～
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽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・電話番号・年齢・希望
する教室名を記入し、５月 14 日
（必着）までに、河西体育センター
（〒 036・8316、石渡１丁目 19
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 河西体育センター（☎ 38・
3200）

文化グループ講習会

【自分が作る器が一番！やきもの体
験講座】
　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「やき
もの愛好会」の会員が講師となり、
一般向けの講習会を開催します。
▽とき　６月４日・11日・25日、
７月２日の午後６時半～９時
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　自由作品制作（成形２回、
釉薬（ゆうやく）がけ１回、鑑賞会
１回）
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　2,500 円（材料費とし
て）
▽持ち物　エプロン、使い古しのタ
オル
■問５月 15 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。

大人の楽軽（らくけい）運動教室

▽とき　５月 22日～６月 26日の
毎週金曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場また
は管理棟（清野袋２丁目）２階

ノルディックウオーキング
教室
▽とき　５月 12日～６月 30日の
毎週火曜日、午前10時～ 11時半
▽ところ　集合場所＝岩木川市民ゴ
ルフ場（清野袋２丁目）管理棟前／
コース＝岩木川市民ゴルフ場周辺
▽対象　市民＝15人（先着順）
▽参加料　１日２００円（保険料含
む）
▽持ち物　飲み物、薄手の手袋、タ
オル、帽子、リュック
※ポールは無料で貸し出しします。
▽申し込み方法　５月８日までに、
電話またはファクス（氏名、性別、
連絡先、身長、ポールの借用の有無
を記入）で申し込みを。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎兼■Ｆ
36・7855）

ベテランズセミナー

　講師の実体験に基づいた健康増進
についての講話と、座ってできる体
操や足のケアについて学習します。
▽とき　５月14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　食と健康②「健康増進と
座ってできる簡単体操」
▽講師　境江利子さん（あんよ・せ
らぴー共育研究会会長）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問５月 11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。

初心者向け・草木染とこぎ
ん刺し体験教室
　りんごの枝を使った草木染で糸を
染め、その糸を使ってごぎん刺しの
コースターを作ります。
▽とき　草木染＝５月 16 日（土）
／こぎん刺し＝５月 30 日（土）　
※時間はいずれも午前９時半～正
午。両日への参加が必要。
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　草木染＝佐藤芳子さん（り

の場合は抽選で決定。
■問温水プール石川（☎49・7081）

脳トレ＆ミニバランス
ボール教室
▽とき　６月４日～７月 30日の毎
週木曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　ミニバランスボールを使っ
たストレッチ体操、ミニゲーム、脳
トレーニングをしながらのストレッ
チ
▽対象　市民＝40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
▽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・ボールの有無を記入し、５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。
※家族や友人同士での参加の場合
は、はがき１枚で応募可。応募多数
の場合は抽選で決定。１回だけの参
加も可。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【インターネット講座】
▽とき　５月 26日、６月２日の午
前10時～午後３時
※２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　インターネットの利用方法
など
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　５月 10日、午前
８時半から
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます（受付時間は午後５
時まで）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）


