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♪オープニング　みんなで歌おう
岩木ファミリーバンド、岩木コーラス、あそべーる歌の会による「青い山脈」
♪第一部…岩木ファミリーバンド（バンド演奏）／岩木コーラス（合唱）／岩木
手踊り会（手踊り）／工藤智美さん（日本歌曲）／長谷川清一さん（イタリア歌
曲〈ピアノ 島口和子さん〉）／あそべーる歌の会（歌謡）／岩木扇舞会（舞踊）
／弘前櫻会（よさこいソーラン）／弘前相撲甚句愛好会（相撲甚句）／ファンキ
ーウーマン（ストリートダンス）／工藤正志さん（ギター演奏）
♪第二部…田中けいとさん～美空ひばりをうたう～

▽とき　３月６日（日）、午後１
時～（開場は午後０時半）
▽ところ　岩木文化センター「あ
そべーる」（賀田１丁目）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問岩木文化協会（長谷川さん、☎
携帯 090・4638・4322）

第 14 回春の文化芸能祭
【出演団体など】

星空観察会 in プラネ

【星空入門教室～冬の星座と星の一
生～ベテルギウスと超新星爆発～】
▽とき　２月 27 日（土）、午後６
時～８時（受け付けは午後５時半～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階プラネタリウム
▽内容　プラネタリウムで冬の星座
や星の並び、超新星爆発、星の一生
などについて解説します。また、３
月９日に見られる部分日食に合わせ
て、日食の仕組みや観察方法、注意
点などについても紹介します。
※当日が晴天の場合、屋外で星空観
察も行います。
▽講師　工藤剛さん（JAXA 宇宙
教育リーダー）、高井秀治さん（同）、
高橋豪さん（黒石すばるの会会員）
▽対象　市民＝ 40 人（先着順）
▽参加料　無料
▽その他　屋外での活動があるの
で、防寒具の持参を
■問２月 20 日までに、電話かファク
スまたはＥメール（住所、氏名〈ふ
りがな〉、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
館日）へ。

弘前でもできる
韓国まるごと体験ツアー
　市国際交流員の崔永先（チェ・ヨ
ンソン）さんが、韓国の文化をたっ
ぷりと紹介します。

【韓国料理教室】
▽とき　２月 27 日（土）、午前 11

時～午後２時
▽内容　ビビンバ、ブゴクック（スー
プ）作りなど
▽対象　小学生以上＝ 20 人
※小学生は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角巾、ふき
ん、持ち帰り用の容器、筆記用具

【韓国伝統工芸品づくり】
▽とき　３月５日（土）
　　　　午後１時～４時
▽内容　ポジャギ（韓国風ふろしき）
作りなど
▽対象　中学生以上＝ 30 人
▽参加料　400 円（当日徴収）
▽持ち物　縫い針、筆記用具
～共通事項～
▽集合場所　弘前文化センター（下
白銀町）２階第１和室
■問２月 18 日までに、電話かファク
スまたはEメール（氏名〈ふりがな〉、
年齢、電話番号、希望教室名を記入）
で、 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
館日）へ。なお、定員になり次第締
め切ります。

弘前市青年交流会～フォーク
酒 BAR でトーク酒場～
▽とき　３月６ 日（日）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　フォーク酒 BAR
てふてふ（新鍛冶町）
▽内容　ギターなどの生
演奏が聴けるフォーク酒
BAR で、男女１対１で
ゆっくり会話を楽しめま
す（ソフトドリンク、菓
子付き）
▽対象　男性＝市内在住のおおむね
30 歳～ 50 歳の独身農業者／女性
＝おおむね 20 歳～ 50 歳の独身者
▽定員　男女各 10 人
▽参加料　男性＝ 3,000 円／女性
＝ 1,500 円（２人以上で参加の女
性は１人 1,000 円）
▽その他　終了後、同会場で交流会

（無料）を開催予定
■問２月 26 日までに、弘前市青年交
流会実行委員会事務局（市農業委
員会事務局内、☎ 40・7104、■Ｅ
nougyou@city.hirosaki.lg.jp）
へ。

ふれあい高齢者
ゲートボール親善大会
▽とき　３月 12 日（土）
　　　　午前９時～
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目、運動公園内）
▽内容　リーグ戦
▽対象　60 歳以上の市民
▽参加料　１チーム（７人以内）＝
1,500 円 ( 当日徴収）
■問２月 26 日までに、弘前市社会福
祉協議会（☎ 33・1161）か、弘
前市ゲートボール協会（五十嵐さん、
☎携帯 090・8928・2328）へ。

アスリートフードセミナー

　スポーツ選手が最高のコンディ
ションを作るために取り入れたい

「スポーツのための食事学」セミナー
です。
▽とき　２月 11 日（木・祝）、午
前 10 時～午後２時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）調理実習室
▽講師　奥出貴子さん（アスリート
フードマイスター）
▽対象　市民＝ 15 人（先着順）
▽参加料　500 円
▽持ち物　エプロン、三角巾、筆記
用具
▽申し込み方法　２月４日までに、
住所、氏名、年齢、性別、電話番号、
関係競技をお知らせください。
■問岩木山総合公園（☎ 83・2311）

元気になるキッズクッキング！
米粉のシフォンケーキ教室
▽とき　２月 13 日（土）
　　　　午前 10 時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）調理室
▽内容　米粉、有精卵、ミネラルシュ
ガーを使ったシフォンケーキを作り
ます。ケーキが焼ける間にお花を一
輪生けて楽しみます。
▽対象　小学生以下＝ 20 人（先着
順）
※小学生未満は保護者同伴。

▽参加料　300 円（食材費として）
■問 ２ 月 ６ 日 ま で に、 美 育・ 食
育 は な か（ 工 藤 さ ん、 ☎ 携
帯 090・9747・7480、 ■Ｅ
hanakafamily@gmail.com）へ。
※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。

ビギナーズピラティス

▽とき　２月 15 日～３月 28 日の
毎週月曜日（３月 21 日を除く）、
午前 10 時～ 11 時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽講師　小山内友美さん（ピラティ
スインストラクター）
▽定員　各回 15 人
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料を含む。全６回受講者は2,500円）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物
■問温水プール石川（☎ 49・7081）

市民弓道教室

▽とき　２月 15 日～３月 17 日の
毎週月・木曜日、午前 10 時～正午
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）近的弓道場
▽対象　市民＝５人（応募多数の場
合は抽選で決定）
▽参加料　300 円（保険料として、
初日に徴収）
■問 ２月９日までに、弘前弓道会

（福島さん、☎携帯 090・5231・
9562）へ。

初級イタリア語講座

　イタリア語の基礎的な文法を学び
ながら、日常生活ですぐ使える簡単

で便利な表現を楽しく勉強します。
▽とき　２月 17 日～３月 23 日の
毎週水曜日、午後７時～８時 20 分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）3 階多
世代交流室
▽講師　高橋琢司さん（トゥッティ
音楽教室主宰・弘前オペラ会員）
▽受講料　一般＝ 3,000 円／学生
＝ 2,000 円
▽申し込み方法　２月 15 日まで
に、住所、氏名、電話番号をお知ら
せください。
■問 弘前イタリア文化愛好会事務局

（石井さん、☎兼■Ｆ 34・0795、■Ｅ
mishii55@gmail.com）

ベテランズセミナー

▽とき　２月 18 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　こぎん刺しについての学習
▽講師　成田貞治さん（弘前こぎん
研究所所長）
▽対象　おおむね 60 歳以上の市民
＝ 30 人程度
▽受講料　無料
■問２月 15 日までに、電話かファク
スまたはＥメール（氏名〈ふりがな〉、
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、火曜日は休館日）
へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座

【デジタルカメラ画像入門講座】
▽とき　３月３日・10 日の午前
10 時～午後３時

 教室・講座

※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　デジタルカメラで撮影した
画像の取り込み、保存整理の仕方、
活用方法など
▽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（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、デジタルカメ
ラのメモリーカード、カードリー
ダー、USB メモリ、CD-R または
DVD-R １枚、昼食
■問２月 14 日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800、
受付時間は午前８時半～午後５時）
へ。

りんご栽培講座

　りんご生産者の生産
技術の向上、「りんご
色のまちひろさき」を
広く発信することを目
的に開催します。
▽とき　２月 17 日～
19 日、午前 10 時～午後３時半（正
午～午後１時半を除く）
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）りんごの家２階集会室ほか
▽ 内 容　 り ん ご 作 り 12 カ 月 ／
kimori とりんご産業の未来／品種、
せん定、病害虫防除について／せん
定の実技など
▽講師　野呂昭司さん（りんご公園
専任指導員）ほか
▽定員　30 人（先着順）
▽受講料　無料
※事前の申し込みが必要。 
■問りんご公園（佐藤さん、☎ 36・
7439）

緑の相談所 ２月の
催し

【展示会】
●ツバキ展　13日～ 21日

【講習会】
●園芸用土と肥料の話　13日、
午後１時半～３時半
●休館日　１日・８日・12日・
15日・22日・29日
■問 緑 の 相 談 所（ ☎ 33・8737、
午前９時～午後５時〈11 日～
14日は午後９時まで〉）


