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▽とき　10月 15日（土）、午後２
時開演（午後１時15分開場）
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽入場料　前売り券＝ 1,000 円／
当日券＝1,500円
▽チケット販売所　カフェテラス・
ケララ、弘前大学生協プレイガイド
シェリア、同プレイガイド医学部店、
まちなか情報センター、紀伊國屋書
店弘前店、成田本店新町店、リンク
ステーションホール
■問ル・コンセール（和田さん、☎携
帯080･1679･3413）

母乳育児フォーラム

▽とき　10月 15日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前病院附属看護学校
（富野町）体育館
▽テーマ　「歯医者さんから母乳育
児を頑張るママたちへ～小児歯科専
門医からみた母乳育児の魅力～」
▽内容　講演「母乳育児と口腔機能
発達」…講師・土岐志麻さん（青森
市とき歯科医院小児歯科専門医）／
寸劇…お産と母乳分泌に効果的なエ
クササイズ、産後のウェイトコント
ロール

▽対象　市民
▽参加料　無料
※託児（無料）を希望の場合は事前
に連絡を。
■問弘前病院母子医療センター（辻さ
ん、☎32・4315）

湯めぐりレクリエーション

▽期間　平成 29年３月 28日まで
の毎週火曜日、午前 10時半～午後
３時（９月20日、１月３日を除く）
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）体育館・ちびっこアリーナ、
近隣温泉施設
※無料送迎あり。
▽内容　レクリエーションをした後
に温泉施設へ移動し、温泉入浴指導
士による「入浴いろは講座」を受け、
温泉と昼食を楽しみます。
▽講師　境厚子さん（ひろさきレク
リエーション協会）
▽対象　市民
▽最少催行人数　10人
▽参加料　１人 2,000 円～（入浴
代、食事代、保険料などとして）
▽持ち物　内履き、飲み物、汗ふき
タオル、入浴道具
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはEメール（代表者氏名・連絡先・

親子で一緒に
英語でハロウィン体験
　英語の音に楽しみ
ながら触れ、英語の
世界に親子で慣れ親
しみながらハロウィ
ン体験ができます。
▽とき　10月 13 日
（木）、午前 10 時半
～ 11時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽対象　就学前の乳幼児とその保護
者＝25組（先着順）
※事前の申し込みが必要。
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員
会事務局（市民文化交流館内、☎
35・0154〈午前８時半～午後９
時〉）

魅惑のピアノトリオ
クラシックコンサート
東欧の音楽
　ドボルザークのピアノ三重奏曲
「ドゥムキー（哀歌）」ほか、東ヨー
ロッパの作曲家たちの民族的魅力漂
う旋律の数々をお楽しみください。

希望日・参加人数を記入）で、開催希
望日の２週間前までに申し込みくだ
さい。
▽その他　当日撮影した写真などは
各メディア等で使用する場合があり
ますので、予めご了承ください。
■問 岩 木 山 総 合 公 園（ ☎ 83・
2311、■Ｆ 83・2635、■Ｅ info@
iwakisansportspark.com）

2016きものの日出演者募集

～よみがえる衣装！こころと想い出
をとき華（はな）て！～
　若いころの着物や、嫁入り道具と
して持ってきたけれどまだ着ていな
いもの、学生時代のはかまや親が着
た着物を子どもに着せたいなど、思
い出のこもった１枚を着て、着物
ショーに出演してみませんか？
▽とき　11月 12日（土）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ4階）
▽対象　11月６日のリハーサルに
参加可能な人（18歳未満は保護者
同伴）
▽申し込み方法　当日着る衣装の写
真と全身写真、当時のエピソードや
衣装にまつわる話を添えて、10月
15日（必着）までに、郵送（〒036・
8799、弘前郵便局私書箱３号・青
森わごころの会あて）またはメール
で応募ください。応募用紙はホーム
ページからダウンロードできます。
※衣装、小物、履物は各自で用意
を。応募多数の場合は書類審査で決
定し、結果をメールなどでお知らせ
します。
■問 青森わごころの会（☎携帯
090・1493・8262、■Ｅ aomori_
wagokoro@yahoo.co.jp、 ■Ｈ
http://aomori-wagokoronokai.
jimdo.com/）

ふるさと温故知新

▽日程と内容　①９月 24日＝「お
山参詣について」／② 10月 29日
＝「山車（だし）の見方と味わい方」
※時間はいずれも午後１時半～４
時。
▽ところ　市民参画センター（元寺

町）３階グループ活動室１
▽講師　工藤哲彦さん（陸奥史談会
会長）
▽定員　20人
▽参加料　200 円（テキスト代と
して）
※事前の申し込みは不要。
■問陸奥史談会（小山さん、☎ 32・
6830）

プロが教えるかんたん楽しい
秋のエコクッキング教室
　冷蔵庫の残
り野菜や果物
の皮などの食
材をアイデア
と工夫で活用
します。
▽とき　10月１日（土）
　　　　午前９時半～午後０時半
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽内容　もちピザ、皮ごとりんごの
サラダ、かぼちゃジャム、お茶
▽講師　福士るみ子さん（サロン・
ド・胡桃代表）
▽対象　小学生以上＝ 20人（小学
生の参加は保護者同伴）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、ふきん、大皿
１枚、スープカップ１個、はし
■問９月 21 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<月曜日は休み。月曜日が祝
日の場合は翌日が休み>）へ。

「骨と関節の日」市民公開講座

　骨と関節を中心とする運動器官
が、体の健康維持に及ぼす影響など
についてお話しします。
▽とき　10月１日（土）
　　　　午後３時～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　講演「腰痛とロコモティブ
シンドローム」…座長・工藤悟さん
（工藤さとる整形外科クリニック院
長）、講師・油川修一さん（青森労
災病院整形外科部長）／骨と関節に
関する健康相談
▽対象　市民
▽参加料　無料

※事前の申し込みは不要。
■問工藤さとる整形外科クリニック
（☎59・0345）

ニーハオ中国語教室

▽とき　10 月３日～平成 29 年２
月 25日（各教室共通…全17回）
▽教室・曜日・時間　【入門】①火
曜日の午後１時半～３時／②土曜日
の午後７時半～９時　【初級】③火
曜日の午前 10時半～正午／④金曜
日の午後６時～７時半／⑤金曜日の
午後７時～８時半　【中級】⑥月曜
日の午前９時 10 分～ 10時 40分
／⑦月曜日の午前 10時 50分～午
後０時 20分／⑧土曜日の午後６時
～７時半
▽ところ　①・③・④・⑤＝ヒロロ（駅
前町）／②・⑧＝南富田町体育セン
ター／⑥・⑦＝市民参画センター（元
寺町）
▽講師　李娟（リケン）さんほか
▽定員　各教室＝８人
※申し込み人数が少ない教室は開催
しないこともあります。
▽受講料　１万2,000円
※別途テキスト代として 1,000 円
～ 2,300 円が必要。
■問ニーハオサークル事務局（松江さ
ん、☎携帯080・5748・4884、
■Ｅ motomuma@ybb.ne.jp）

「犬と散歩ができる公園」
愛犬マナー講習会
　市では、「犬と散歩ができる公園」
として、35公園を開放しています。
人と犬が共存するためには、マナー
が大切です。犬のしつけについての
講話や、リードを持った歩き方など、
実技を交えながらの講習会を開催し
ますので、愛犬と一緒にぜひ参加く
ださい。また、これから犬を飼いたい
という人の参加もお待ちしています。
▽とき　10月１日（土）、午前 10
時～（１時間程度）
▽ところ　城東公園（末広４丁目）
▽講師　公認訓練士（ジャパンケネ
ルクラブ）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。当日は公
園内に駐車できます。なお、雨天時
は中止となる場合があります。
■問公園緑地課（☎ 33・8739）

 教室・講座
 

「つなげよう！市民のチカラ！」放送中です

 イキイキ健康クラブスマイルの（左か
ら）秋元さん・住吉さん・川村さん

 FMアップルウェーブ（78.8MHz）の日曜午後５時からの生放送番組「わがままWAVE It's Cool」内で、町会やNPOをはじめとする市民活動の実践者が生出演し、活動の魅力を発信するコーナーです。毎月第４日曜日、午後５時
10分ごろから放送されますので、ぜひお聞きください。

　　　　　

　定期的に体操をすることや文化的な活動を行うことで、心と体の両面
からアプローチし、明るく健康で、生き生きとした生活を送る高齢者を
増やしていくために活動しています。
　毎週木曜日の健康体操のほか、日ごろの悩みや生活に役立つ情報交換
や、昔語りを聞いたり歌を歌ったりする場を提供したり、年間行事とし
てコンサートや弘前に関する教養講座も開催しています。

●イキイキとした生活を送ろう／イキイキ健康クラブスマイル

市民活動を
FM ラジオで
発信 !!

　岩木山をまっすぐに望むことができる場所にある相馬地区の水木在家
町会では、「身に余ったことなどがあれば、町会で対応できるものはみ
んなで考えて、みんなで助け合っていくっていうのが根本」との思いで、
住民みんなで活動を行い、新たな定住者や若い人にも、周りの人たちと
の絆が大切であることを呼びかけています。

●自治組織／水木在家町会

 水木在家町会長の三上さん


