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家事家計講習会

▽とき　① 11 月 10 日の午前 10
時～正午、② 12日の午前 10時～
正午、③14日の午後１時～３時
▽ところ　①市民参画センター（元
寺町）／②③弘前友の家（中野５丁
目）
※市民参画センターには駐車場があ
りませんので、自家用車での来場は
ご遠慮ください。
▽内容　朝の時間の使い方／ 80歳
から始めたこと／家計簿を一ケ月つ
けてみました・家計簿のつけ方
▽受講料　前売り＝ 350 円／当日
＝400円
▽託児　150円（軽食付き）
※申し込み時に申し出を。
■問弘前友の会（小菅さん、☎ 35・
3609／平尾さん、☎36・5691）

コンディショニング教室Ⅳ

～ストレッチポール＆からだ調整ヨ
ガ～
▽とき　11 月 11 日～ 12 月 16
日の毎週水曜日、午前 10 時～ 11
時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽定員　各回15人

▽参加料　１回 500 円（スポーツ
傷害保険料を含む）
※全６回受講者は2,500円
▽講師　岩根一重さん（フリーイン
ストラクター）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物
■問温水プール石川（☎49・7081）

岩木川とその周辺の
歴史について
▽とき　11月 12日（木）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）２
階中会議室
▽内容　岩木川や十三湖水戸口の歴
史について
▽講師　国土交通省青森河川国道事
務所職員
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ひろさき環境パートナーシップ
21（久保田さん、☎97・2157）

こねこね石けん作り教室

　オレンジの皮、ラベンダーのドラ
イフラワーなどを使って、遊び感覚
でこねながら簡単に好きな形のせっ
けんを作ってみませんか。特殊な薬
品は使わないので、大人から小さな
子どもまで楽しむことができます。

▽とき　11月 14日（土）　
　　　　午前９時半～11時
▽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　石田美津子さん
▽定員　20人（小学生以下は保護
者同伴）
▽参加料　無料
▽持ち物　型に入れて作りたい人は
自分で使う型（シリコンなどの柔ら
かい素材で、大きさはおよそ直径４
㎝までのもの）、石けんの持ち帰り
に使う袋
※アロマオイルなど自分で入れたい
香り付け用品がある人は持参してく
ださい。
■問 11 月４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。

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　①11月 14日・② 21日・
③28日の午前９時半～11時半（受
け付けは午前９時～）
▽ところ　弘前医療福祉大学（小比
内３丁目）①大学棟／②短期大学部
棟／③大学棟２
▽内容　①「高齢者リハビリテー
ション～頭と身体の体操～」／②「認
知症になっても大丈夫～安心して暮

らせる町づくり～」／③「昭和のは
じめの西洋料理の再現」
▽受講料　無料
■問弘前医療福祉大学公開講座担当
（☎27・1001、■Ｆ 27・1023）

こども空手体験会

▽とき　11月 15日（日）、①午前
９時半～ 10 時 10 分、②午前 10
時半～ 11時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽対象　①４歳以上の未就学児、②
小学生
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問新極真会青森支部（鳴海さん、
☎ 携 帯 080・6007・4798、 ■Ｅ
aomori_narumi@yahoo.co.jp)

ベテランズセミナー

▽とき　11月 19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
▽内容　「あおもりのくらし」…講
師・山田スイッチさん（青森県在住
コラムニスト）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問 11 月 16 日までに、電話かファ
クスまたはＥメールで、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。　岩木文化の集大成「岩木文化祭」を開催します。「こ

ども芸能発表」や「こども図書館まつり」、「芸能発表」
などイベントが盛りだくさん！また、出店や食堂、ふろ

しき市（フリーマーケット）などもあります。
▽とき　11月 20日～ 22日
▽ところ　岩木文化センター「あそべーる」、中央公民
館岩木館、岩木図書館（いずれも賀田１丁目）
■問岩木文化祭運営委員会（中央公民館岩木館内、☎
82・3214、■Ｆ 82・3426）

2015岩木文化祭

開催日 イベント 内　　　　容 と　き／ところ
20日 前夜祭

ダンスの夕べ
あそべーるがダンスホールに！あなたも社交ダンスに参加し
ませんか？ 午後７時半～９時／あそべーるホール

21日
開会式 式典、鏡割り、振る舞いもちがあります。 午前10時～ 10時半／あそべーるホール
こども芸能発表 園児のかわいらしい踊りや、小・中学生の吹奏楽・三味線など、

多彩なプログラムをご堪能ください。 午前11時～午後3時／あそべーるホール
22日 芸能発表 日ごろ練習した歌や踊りなど、多彩な芸が披露されます。 午前９時～午後３時／あそべーるホール

21日
・
22日

ふろしき市 ふろしき１枚分のフリーマーケット。掘り出し物に出会える
かも。

21日＝午前 10時半～午後３時、22日＝午前９時～
午後３時／あそべーるホワイエ

作品展示 絵画、書道、写真などの展示のほか、伝統文化体験コーナー
があります。

21日＝午前 10時半～午後３時、22日＝午前９時～
午後３時／中央公民館岩木館

こども図書館
まつり

劇、紙芝居、読み聞かせ、手づくり絵本など。楽しい子ども
の居場所です！

21日＝午前 11時～午後３時、22日＝午前 10時～
午後３時／岩木図書館、あそべーるミニシアター

出店コーナー 焼きそば、ラーメン、りんご、野菜のほか、喫茶・食堂コーナー
もあります。

21日＝午前 10時半～午後３時、22日＝午前９時～
午後３時／あそべーるこみせ・駐車場

スタンプラリー 館内でスタンプを集めて抽選会に参加しよう。 21日＝午前 10時半～午後３時、22日＝午前９時～
午後３時／中央公民館岩木館、あそべーる

パパママ教室（ヒロロ）

▽とき　11月 15日（日）、午前の
部＝ 10時～正午、午後の部＝１時
半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　パパママ教室（パパとママ
の育児体験、沐〈もく〉浴体験、パ
パの妊婦体験、栄養のお話など）
※マタニティ歯科健診はありません。
▽対象　開催日現在妊娠 16 週～
31週（５か月～８か月）の初産の
妊婦とその家族＝各10組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
■問 11 月２日～ 11日に、弘前市保
健センター（☎37・3750）へ。

東北女子大学公開講座

▽とき　11月 21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
▽受講料　１組500円
※事前の申し込みが必要。応募多
数の場合は抽選となります。詳
しくは、弘前丸魚ホームページ
（http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html） を ご
覧ください。
■問弘前丸魚（☎27・2345）

第７回北の文脈文学講座
「佐藤紅緑と父弥六」
▽とき　11月 21日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽講師　舘田勝弘さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料（観覧料は必要）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※事前の申し込みは不要。
■問市立郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

第１回市立博物館歴史講座

　弘前の歴史について分かりやすく
紹介します。
▽とき　11月 22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　「白神山地と城下町弘前
の人々の生活－岩木川・流木・鉱山
－」
▽講師　長谷川成一さん（弘前大学
名誉教授）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み　11 月 11 日の午前８
時半から電話で受け付け。
■問市立博物館（☎ 35・0700、午
前８時半～午後５時、11 月 16 日
は休み）

弘前城本丸発掘調査
現地説明会

　市では、弘前城本丸東側石垣修理に伴い、天守の北
側 700㎡の範囲における発掘調査を、平成 25年度
から実施しています。
　調査3年目となる今年度は、６月16日から作業を
再開しました。その結果、元禄７～ 12年（1694～
1699）に築かれた石垣の背面構造や、明治・大正時
代の石垣修理範囲が予想以上に広範囲であったことな
どが明らかとなりました。
　この度、発掘現場を公開し、調査成果についての説
明をしますので、ぜひおいでください。

▽とき　11月 7
日（土）午後 1
時半～（１時間
半程度）
▽集合場所　弘
前公園二の丸下
乗橋前
▽参加料　無料
※駐車場はあり
ませんので、近くの有料駐車場や公共交通機関をご利
用ください。自転車は二の丸下乗橋左手に並べて駐輪
してください。
■問弘前城整備活用推進室（緑の相談所内、☎ 33・
8739）

▲発掘作業風景（８月下旬の様子）


