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▽とき　11 月７日～９日、午前
10時～午後４時（最終日は午後３
時まで）
▽ところ　弘前文化センター
▽入場料　無料
※おおむね３歳以上の子どもの託児
室（有料）を用意しています。
■問中央公民館（弘前文化センター内、
☎33・6561、火曜日は休み）

スティールパン・ワーク
ショップ～つくって、
たたいて、楽しもう！～

　スティールパンの小型版を製作
し、演奏してみましょう。
▽日程と内容　楽器製作＝ 11月７
日の午前９時～午後５時／演奏練
習・コンサート＝ 11月８日の午前
９時～午後７時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽対象　小学校４年生以上の市民＝
15人（先着順、小学生は保護者同
伴で）
▽参加料　1,000 円（材料費とし
て、当日徴収）
■問 10 月 31日までに、電話かファ
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。

弘前市教育フェスティバル

▽とき　11 月７日（土）、午後１
時～（展示は午前10時から）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　市内小・中学生の音楽の発
表、小・中学校や特別支援学校の学
級紹介などのパネル展示、作品展示、
講演会、小学校の外国語活動やＩＣ
Ｔを活用した授業の紹介、学校給食
の試食など。
※事前の申し込みは不要。
■問教育政策課（☎82・1639）

あおもりシニア起業セミナー

▽とき　11月 14日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ホテルナクアシティ弘前
（大町１丁目）３階ダイヤモンド

▽内容　最近の起業動向、シニア起
業の特徴、起業後の経済設計の考え
方、全体的な起業までの流れなど
▽対象　県内で起業を考えているシ
ニアの人、創業・起業を支援する市
町村および関係機関の職員
▽講師　片桐実央さん（銀座セカン
ドライフ代表取締役）　
▽参加料　無料
▽申し込み方法　11月６日までに、
電話かファクスまたはＥメール（住
所、氏名、年齢、電話番号、メール
アドレス、会場名〈弘前会場〉を記
入）で県商工労働部地域産業課へ。
■問県商工労働部地域産業課（☎青
森 017・734・9374、 ■Ｆ 017・
734・8107、 ■Ｅ chiikisangyo@
pref.aomori.lg.jp）

ワーク・ライフ・バランス
フォーラム
▽とき　11月 24日（火）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　基調講演 スタッフの幸せ
と会社の永続を実現する「ワーク・
ライフ・バランス」～社員の気付き
は会社の力～…講師・富田哲也さ
ん（リッチフィールド・ビジネスソ
リューション代表取締役）／企業事
例発表…太田雄三さん（伸和産業代
表取締役社長）
▽対象　市民、企業関係者
※申込書は子育て支援課および各支
所に備え付けているほか、市ホーム
ページからもダウンロードできます。
■問子育て支援課（☎40・7038）

第２回弘前城Ｑ＆Ｒ

　３人１チームで、弘前に関するク
イズやミッションをこなしながら、
鬼から逃げるオリエンテーリング形
式の競技を開催します。
▽とき　12月６日（日）、午前 10
時～（受け付けは午前９時～）
▽ところ　弘前公園（集合＝レクリ
エーション広場）
▽参加資格　18歳以上
▽募集定員　33チーム（99人）
▽参加料　１チーム 3,000 円（当
日徴収）
▽応募期限　11月 15日

2015きものの日～時代（とき）
をつなぐきものショー～
▽とき　11月１日（日）
　　　　午前10時～午後４時　
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）ほか
▽内 容　きものショー、ワーク
ショップ、着つけレッスンほか
※入場無料。ただし、ワークショッ
プなど一部有料で事前の申し込みが
必要なものもあり。詳しくはホーム
ページをご覧になるか問い合わせ
を。
■問青森わごころの会事務局（☎携帯
080・1825・3804、■Ｅ aomori_
wagokoro@yahoo.co.jp、 ■Ｈ
http://aomori-wagokoronokai.
jimdo.com）

旧弘前偕行社修理現場特別公開

▽とき　11 月３日（火・祝）、①
午前 10 時半～、②午後１時半～、
③午後３時～
※おおむね45分間を予定。
▽ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▽内容　解体工事進行中の建物の内
外の状況を解説しながら見学
▽対象　市民＝各20人（先着順）
▽参加料　無料
▽募集期間　10月 30日まで
※駐車場があります。係員の誘導に
より駐車してください。
■問弘前厚生学院（鳴海さん、☎
33・2102、平日の午前９時～午
後４時）

企画展「為信と中世城館」

　弘前藩初代藩主津軽為信と縁の深
い中世城館を紹介します。
▽とき　10 月 31 日～３月末の午
前９時～午後５時
▽ところ　旧弘前市立図書館（下白
銀町）２階展示コーナー
■問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

文化センターフェスティバル

　弘前文化センター（下白銀町）で
活動しているグループの発表会や作
品展示などを行います。

▽申し込み方法　参加者募集ページ
（http://s.ameblo.jp/quizandru
n/）から申し込みを。
※詳しくは問い合わせを。
■問弘前城Ｑ＆Ｒ実行委員会（渡邊さ
ん、☎携帯090・6784・7319）
※平成 27年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

笑いヨガ

　笑いヨガで、免疫力アップ・脳の
活性化などを目指しましょう。
▽と き　10 月 24 日・25 日の午
前９時半～11時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）多世代
交流室Ｃ（24 日）、多世代交流室
Ｄ（25日）
▽定員　20人
▽参加料　500円（12歳以下は無
料）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物
※事前の申し込みが必要。動きやす
い服装でお越しを。
■問弘前笑いヨガクラブ（山内さん、
☎携帯090･8581･5162）

第18回全国学術集会弘前
大会市民公開講座
▽とき　10月 31日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽内容　①「赤ちゃんの頃の私に伝
えたいこと」／②「親と子のであい
～心と身体のふれ愛のなかで～」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 FOUR WINDS乳幼児精神保健
学会第 18回全国学術集会弘前大会
事務局（城東こどもクリニック内、
☎29・3111）

気軽に散策ウオーキング

▽日程とコース　
① 10 月 29 日＝りんご公園方面
コース（金属町体育センター）、②
11月５日＝だんぶり池コース（墓
地公園駐車場）、③ 11 月 12 日＝
岩木川方面コース（金属町体育セン

ター）
※時間はいずれも午前 10 時～正
午。（）は集合場所。雨天決行。
▽対象　小学校４年生以上（小学生
は保護者同伴で）＝各回 20人程度
（先着順）
▽参加料　１回400円（当日徴収）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
帽子、雨具
■問 11 月 12 日までに、金属町体育
センター（☎87・2482）へ。

親子料理教室

　青森県栄養士会による乳和食で減
塩を学ぶ親子料理教室です。
▽とき　11月１日（日）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　社会福祉センター（宮園
２丁目）２階調理室
▽献立　さばのミルクみそ煮、カボ
チャのミルクそぼろ煮、野菜たっぷ
りミルクスープ
▽対象　小学生以上の児童とその保
護者＝10組（先着順）
▽参加料　１組500円
▽持ち物　エプロン、三角きん（バ
ンダナ）、はし
■問 10 月 20 日から、栄養士会弘
前地区事務局（石田さん、☎ 36・
3221）へ。

躰道（たいどう）体験教室

▽とき　11月２日～30日の毎週月・
水・木・金曜日、午後７時～８時
▽ところ　月・木曜日＝青森県武道
館（豊田２丁目）、水・金曜日＝弘前
Ｂ＆Ｇ海洋センター（八幡町１丁目）
▽内容　躰道の動きを使った軽い運
動、基本的な構えと技の練習など
▽対象　小学生
▽参加料　800 円（傷害保険料と
して）
▽持ち物　汗ふきタオルなど
■問 弘前市躰道スポーツ少年団
（ヒューゴソンさん、☎携帯 090・
3759・3648）

弘前大学人文学部国際公開講座

【2015「日本を知り、世界を知る」
海をこえて世界とつながる人文学】
　津軽や世界の文化・歴史を紹介し
ます。

▽とき　11月３日（火・祝）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
▽定員　120人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学地域未来創生センター
（大森さん、渡辺さん、☎39・3198、
平日の午前10時15分～午後３時、
■Ｅ irrc@hirosaki-u.ac.jp）

メンタルトレーニング講習会

▽とき　11月４日（水）
　　　　午後６時～９時
▽ところ　弘前文化会館（下白銀町）
大ホール
▽内容　スポーツ全般のメンタルト
レーニング
▽講師　高妻容一さん（東海大学体
育学部教授）
▽対象　中学生以上の選手・指導者・
保護者＝500人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具
▽申し込み方法　10 月 25 日（必
着）までに、メールまたはファクス
（住所・氏名・年齢・電話番号・スポー
ツ種目、チームで参加希望の場合は
学校名・代表者氏名・選手人数・指
導者人数・保護者人数も記入）で、
弘前市民球団プロジェクト弘前ア
レッズ（■Ｆ 36・5355、■Ｅ r.kubo@
sirius.ocn.ne.jp）へ。
■問弘前市民球団プロジェクト弘前ア
レッズ（久保さん、☎携帯 090・
6258・2983）

初心者陶芸体験教室

▽とき　11 月７日・21 日の午前
９時～11時半
▽ところ　裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）体験学習室
▽内容　基礎を学び、手ろくろによ
る簡単な物を自由に製作
▽定員　10人（先着順）
▽参加料　550円（保険料を含む）
▽講師　神恭彦さん
▽持ち物　タオル1枚
※汚れてもいい服装でおいでを。
■問 11月 4日までに、裾野地区体育
文化交流センター（☎ 99・7072、
月曜日は休み）へ。

 教室・講座
 


