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 暮らしのinformation

※傷害保険料を含む。
■問１月 23日までに、弘前ラグビー
フットボール協会（木村さん、東
奥 義 塾 高 校 内、 ☎ 92・4111、
■Ｅ kimura-takahiro@gijuku.
ac.jp）へ。
※必要書類を送信しますので、Ｅ
メールで申し込みを。

わたしたちが見たお城の
大工事作品展
▽とき　２月６日～11日
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、
ヒロロ３階）
▽内容　弘前城天守曳屋（ひきや）
工事現場見学会に参加した市内の小
学６年生が作成したスケッチ・感想
文などの展示
▽見学料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問文化財課埋蔵文化財係（☎ 82・
1642）

弘前法人会新春講演会

▽とき　２月９日（火）、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　「たのしい川柳 笑って伸ば
す棒グラフ」
▽講師　高瀬霜石さん（青森県川柳
連盟理事長）
▽定員　200人
※事前の申し込みが必要。
▽入場料　無料
■問１月28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。

高長根ファミリースキー場
第12回高長根スキー大会
▽とき　２月11日（木）
　　　　午前11 時～午後３時半
▽種目　大回転
▽対象　保育園および幼稚園の年中
児～小学生
▽参加料　1,500 円（各自傷害保
険などに加入を）
■問２月３日の午後５時までに、参加
料を添えて高長根レクリエーション
の森（高杉字神原、☎ 97・2627）へ。

ひろさき合コンリーグ
２月大会
　鍛治町・土手町周辺の飲食店約
40店舗を会場に開催します。
▽とき　①２月 13日・② 27日の
午後７時～ 10時半（受け付けは午
後５時半～６時半）
▽集合　土手町コミュニティパーク
▽対象　20 歳以上 49 歳以下の独
身同性グループ（２人１組）
▽参 加 料（１人１日）　男性＝
5,000円／女性＝3,000 円
▽申し込み締め切り　①＝２月２
日、②＝２月16日
※個人戦も同時開催。詳しくは問い
合わせを。
■問弘前商工会議所青年部事務局（☎ 
33・4111）

第35回弘前地区
小・中学校美術展
　弘前地区の小・中学生の図工美術
の優秀作品を集めた作品展です。期
間中は中学校壁新聞展示も同時開催
します。
▽とき　２月５日～８日の午前９時
～午後５時（最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽内容　描画、版画、立体作品、工
芸、デザイン作品の展示
※２月６日の午前11 時から、造形
ワークショップも開催します。
▽入場料　無料
■問造形教育調査研究委員会（教育セ
ンター内、☎26・4803）

第50回
津軽雪上ラグビー大会
▽とき　①２月６日の午前 10時～
／②２月７日の午前９時～
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
多目的グラウンド
▽対象　①・②高校の部＝県協会登
録の選手で構成されたチーム／②ス
パイクの部＝選手全員がスパイクま
たはシューズなどの着用を希望する
チーム／②ながけりの部＝選手全員
がゴム長靴（金具の付かないもの）
の着用を義務付けられたチーム
▽参加料　弘前ラグビーフットボー
ル協会登録チーム＝ 2,000 円～／
その他のチーム＝5,000円～

【相馬365（みむこ）企画展】
地域おこし協力隊が感じた弘前の魅力

　「相馬365」とは、フェイスブック（https://www.facebook.
com/soma365/）で毎日更新中の、東京から相馬地区に移住し
た女性の生活を描いたフォト・ストーリーです。「よそ者」から
見た田舎暮らしを写真でとらえ、地域と一緒に「地域おこしとは
何か」を考えるための企画展です。ぜひおいでください。
▽とき　２月７日（日）、午前10時～午後４時
▽ところ　中央公民館相馬館長慶閣（五所字野沢）
▽内容　365作品多数展示（つぶやき付き）、365本人のトーク
ショー（午後１時～２時）、365と一緒に記念撮影会（午後２時
～３時）、相馬地区のグルメ・特産品の販売など
▽入場料　無料
■問相馬総合支所総務課（☎84・2111）

田舎暮らしを
考えるイベント
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沢田のろうそく祭りツアー

▽とき　２月22日（月）
　　　　午後５時～８時15分
▽集合場所　弘前市観光案内所前
（弘前駅構内）
▽内容　沢田地区
集落散策、たいま
つ行列・ろうそく奉
納・炭俵作り見学
※バスで移動しま
す。
▽定員　40人（先
着順）
▽参加料　2,500円
■問１月 20 日から、弘前観光コン
ベンション協会（☎ 35・3131、
■Ｈ http://machi-aruki.sakura.
ne.jp/）へ。

りんご新品種栽培研修会

　りんごの新品種の動向や民間育種
について、試食会を交えながらの研
修会を行います。
▽とき　１月20 日（木）
　　　　午後2時～
▽ところ　中央公民館相馬館長慶閣
（五所字野沢）
▽講師　今智之さん（板柳町産業振
興公社りんごワーク研究所りんご指
導監）
▽受講料　無料
■問りんご課（☎40・7105）

就職支援セミナー

【個性を知れば生き方そのものが見
えてくる】
　自分の強みを知り、コミュニケー
ション力を向上させるワークショッ
プ形式の交流会です。
▽とき　１月29日（金）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室Ｃ
▽対象　フリーターおよび45歳未
満の求職者など＝10人（先着順）
【モチベーションを引き出す心のス
イッチの入れ方】
　仕事や就職活動へのモチベーショ

ンをアップさせたい人や、子どもの
自発的取り組みを願う保護者を対象
としたセミナーです。
▽とき　１月30日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　ヒロロ３階健康広場
▽対象　フリーター、保護者、45
歳未満の求職者など＝30人（先着
順）
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問ジョブカフェあおもり（青森市
安方１丁目、☎青森 017・731・
1311、 ■Ｈ http://www.jobcafe-
aomori.jp/）

ねぷた絵描き方講習会

▽とき　１月24日（日）　
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽講師　津軽錦絵作家協会会員
▽対象　小学生以上＝50人（先着
順）
▽受講料　700円
▽持ち物　鉛筆、消しゴム、習字筆、
ボタンばけ
※作品は、雪燈籠まつり期間、津軽
錦絵大回廊に展示します。
■問１月 20 日までに、受講料を添
えて、弘前観光コンベンション協
会事務局（市立観光館内、☎ 35・
3131）へ。

環境整備センターの教室

【布ぞうり作り体験教室】
　家庭にある使い古しのタオルや手
ぬぐいを使って布ぞうりを作ってみ
ませんか？
▽とき　１月30日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　中学生以上＝20人（平成
25年度以降に同教室に参加してい
ない人を優先）
▽持ち物　タオル４枚（およそ35
㎝×80㎝の大きさ）、手ぬぐい２枚
（どちらも使い古しのもの）、昼食
※当日は作業しやすい服装でおいで
ください。
【親子で楽しむエコスイーツクッキ
ング教室】

　牛乳パック
を再利用して
型を作った
り、食材の皮
も無駄にせず
使用するな
ど、環境にやさしいエコなお菓子作
りを体験してみませんか。
▽とき　２月13日（土）
　　　　午前９時半～11時半
▽講師　プラザ棟職員
▽メニュー　ハート形クランチチョ
コ、簡単りんごジャムでりんご紅茶
▽定員　小学校６年生までの子ども
とその保護者＝15組
▽持ち物　板チョコレート（60g
程度、１人１枚）、牛乳パック（洗っ
て乾かしたもの、１人１枚）、エプ
ロン、ふきん、マグカップ、スプー
ン、チョコの持ち帰り用の袋
～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
■問１月 19 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。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル 2010 入門講座】
▽とき　２月２日・９日・16日の
午前10時～午後３時
※３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　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※エクセル 2010 以外のバージョ
ンを使っている人は操作方法が異な
りますので、ご注意ください。
▽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
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、
昼食
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます。
■問１月17日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800、
午前８時半～午後５時）へ。

 教室・講座
 


