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文化グループ講習会

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
ループの会員が講師となり、一般向
けの講座を開催します。ぜひおいで
ください
【ロシア語講座】
▽とき　11月 12日（土）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前文化センター３階視
聴覚室
▽内容　ロシア語の発表「人魚姫」、
歌
▽講師　レウータバー オーリガ セ
ルゲエブナさん
▽定員　20人（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具
▽申し込み期限　11月 10日（木）
【バッグサークル講習会】
▽とき　12月８日（木）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　祝儀袋入れの作製
▽講師　バッグサークル会員
▽定員　10人（先着順）
▽受講料　500円
▽持ち物　筆記用具、裁ちばさみ、
ものさし（30㎝）
▽申し込み期限　11月 24日（木）

■問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。

第11回ふれあい介護者教室

▽とき　11月 22日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　パインハウス岩木（賀田
２丁目）２階会議室ほか
▽テーマ　「地域で学ぶ認知症と予
防について」
▽講師　認知症認定看護師
▽対象　市民＝40人程度
▽参加料　無料
■問 11 月 15日までに、松山荘在宅
介護支援センター（下山さん、☎
82・3330）へ。

「会社に行くのが楽しくなる！
やりがいの持てる仕事の
すすめ方」セミナー
　「働く目的」や「自社の魅力」を
再認識し、意欲的に仕事に取り組む
ためのセミナーです。
▽とき　11月 24日（木）
　　　　午後１時半～５時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽対象　平成 26～ 28年度新規学

卒入社でおおむね30歳未満の社員
▽参加料　無料
▽申し込み方法　ファクスかホーム
ページの申し込みフォームから申し
込みを。
■問日本生産性本部ワークライフ部
（ ☎ IP050・5309・7485、 ■Ｆ
03・3409・1007、 ■Ｈ http://
jinzai.info/）

ワークライフ
バランスセミナー
～メリハリ WORK ！
　　　　　　　メリハリ LIFE ！～
　自分らしく生き生きと充実した
日々が送れるよう、仕事と生活の調
和について考え、人生の満足度を
アップさせましょう。
▽とき　11月 25日（金）
　　　　午後２時～５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽内容　ワークライフバランスによ
る経営戦略や人生戦略の講話、ワー
クショップ、心と体の健康を維持す
るための会社や自宅でできるヨガ講
習
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　無料
■問 11 月 22 日までに、プラット
フォームあおもり（☎青森 017・
763・5522）へ。

放課後の子どもの居場所
づくりを考える研修会
　子どもたちにとって居心地の良い
居場所を考える実践型の研修会で
す。
▽日程と内容
① 11 月 25 日（金）、午前 10 時
～正午…「遊びを通した子育ち支援
－児童館・児童厚生員の役割とは」
…講師・長﨑由紀さん（岩手県立児
童館いわて子どもの森チーフプレー
リーダー）、コーディネーター・深
作拓郎さん（弘前大学生涯学習教育
研究センター講師）
② 12 月２日（金）、午前 10 時～
正午…「子どもの居場所としての児
童館－子どもを主役にしていくため
に」…講師・寺田恵美子さん（児童
厚生一級特別指導員）、コーディネー
ター・深作拓郎さん
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　子育て支援に興味のある人
＝40人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み期限　11月 18日（金）
■問子育て支援課（☎40・7038）

かっこいい大人養成講座５

【え、いいの !? プラネタリウムで
ぐっすり眠ろう】
▽とき　11月 26日（土）、午後７
時～８時半（受け付けは午後６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　「秋から冬にかけての星座」
「正しい星空観察のしかた」につい
てのレクチャーを行い、参加者から
の質問にお答えします。その後、ドー

ムの満天の星空の下、音楽を楽しみ
ながら熟睡できるようなひと時を提
供します。
▽講師　鶴見弥生さん（みちのく天
文同好会）
▽対象　市内に在住または通学・勤
務している 18 歳～ 50 歳の人＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　毛布、タオルケット、枕
など
※アロマなど、香りのする物の持ち
込みはご遠慮ください。
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（住所〈町名まで〉・
氏名〈ふりがな〉・年齢・性別・電
話番号を記入）で、11 月 25 日ま
でに申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

現代セミナーひろさき②

【地方から考える“地方分権”】
▽とき　11 月 26 日（土）、午後
１時～３時（受け付けは午後０時
半～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽内容　地方分権とは何か？／なぜ
地方分権が必要なのか？
▽講師　県職員
▽対象　市内に在住または通学・勤
務している人＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、メモ帳など
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（住所〈町名まで〉・
氏名〈ふりがな〉・年齢・性別・電
話番号を記入）で、11 月 25 日ま
でに申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ

33・4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

農家の「かっちゃ」の
漬け物教室
　樽なしで作る、漬け物作りです。
▽とき　12月１日（木）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　大根しょうゆ漬け・赤かぶ
千枚漬け
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　1,000円
▽持ち物　エプロン・三角きん
▽申し込み方法　11 月５日～ 13
日に、直接または電話で申し込みを。
■問 清水交流センター（☎ 87・
6611、月曜日と祝日の翌日は休み）

出稼ぎする皆さんへ

【出稼労働者手帳の交付を受けま
しょう】
　「出稼労働者手帳」は、出稼労働
者としての身分証明書となるもので
す。出発前には、必ず手帳の交付を
受けましょう。
▽申請窓口　市民課、岩木・相馬総
合支所民生課、各出張所
【健康診断を受けましょう】
　自分の健康状態をチェックしてか
ら出発しましょう
▽受診料　3,800円（受診料7,004
円のうち、市が3,204円を負担）
▽受診場所　市内 79カ所の医療機
関
※詳しくは問い合わせを。
■問商工政策課（☎35・1135）

有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

 その他
 

▽とき　11月 19日・20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）

2016岩木文化祭

開催日 イベント 内　　　　容 と　き／ところ

19 日
開会式 式典、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
20 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

19 日
・

20 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。

19日＝午前 10時半～午後３時、20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。

19日＝午前 10時半～午後３時、20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。 19日＝午前 11時～午後３時、20日＝午前 10時～

午後３時／中央公民館岩木館小研修室
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。
19日＝午前 10時半～午後３時、20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アンケートに答えると、抽選会に参
加できます。

19日＝午前 10時半～午後３時、20日＝午前９時～
午後３時／中央公民館岩木館、あそべーる


