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シールや油性ペン、軍手
▽受け付け開始　11月 24日～
～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）
■問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）

元気になるKIDS COOKING!
おむすび作りとお味噌汁
　自然農法産の米を使ったおむすび
と、手作り味噌やだし、野菜をたっ
ぷり入れた味噌汁を作ります。
▽とき　11月 26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
▽対象　小学生以下（小学生未満は
保護者同伴）＝20人
▽参加料　１人300円
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん、手ふきタオル
■問 11 月 23 日 ま で に、 美 育・
食 育 は な か（工藤さん、☎携
帯 090・9747・7480、 ■Ｅ
hanakafamily@gmail.com）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

両親学級

▽とき　11月 26日（土）
　　　　午後０時半～３時
▽ところ　弘前学院大学看護学部
（稔町）母性小児看護学実習室
▽内容　お父さんの妊婦体験、産痛
を乗り切るための呼吸法とマッサー
ジなど
▽対象　出産を控えている夫婦とそ
の家族
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。弘前市の
母親学級テキストを持っている人は
持参を。動きやすい服装で参加を。
■問弘前学院大学看護学部母性看護学
担当（工藤さん、☎31・7147）

ミニムワイン J.S.A
資格取得講座
　日本ソムリエ協会主催 2017 年
度資格取得のための講座です。
▽とき　12月４日から２～３週に

１回、午後１時～３時半（全15回、
いずれも日曜日を予定）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽内容　試験に即した内容から抜粋
した重要ポイントの講座とテイス
ティング
▽対象　20歳以上＝８人
▽対象資格　ソムリエ資格およびワ
インエキスパート資格
▽受講料　各回6,000円（講習料、
教材費として）
▽講師　新岡將光さん（ミニムワイ
ン講師）
▽その他　車での来場はご遠慮くだ
さい
■問ミニムワイン（渡邊さん、☎携帯
090・1376・9393）

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　12 月１日・８日・15 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（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USB メモリ、
昼食
■問 11月20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。

冬のアクアで代謝 UP

▽とき　12 月２日・６日・９日・
13日・16日・20日の午後６時半
～７時半
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　有酸素運動と無酸素運動を
組み合わせた水中エクササイズ
▽定員　15人（先着順）
▽参加料　4,000円（全６回〈保

お殿様・お姫様衣装
着付け体験

　
▽利用時間　午前９時～午後４時半
▽ところ　武徳殿（弘前公園内）
▽料 金　500 円～ 1,000 円（11
月 23日までは、別途弘前城入園料
が必要）
■問市みどりの協会（☎33・8733）

弘前大学津軽三味線サークル
自主公演「衷の響き～紡ぐ時代～」
▽とき　12 月４日（日）、午後２
時～（午後１時半開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料　500 円（当日券のみ・
全席自由）
■問弘前大学津軽三味線サークル
（有沢さん、☎携帯 080・6069・
8748）

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し
【学ぼう・遊ぼうみんなで作ろう！
廃材プレイパーク】
　地域の自然環境に由来した絵を書
いたり、３Ｒやごみ減量を学ぶ手作
りゲームなど、捨てるものを再び生
かす、学んで遊べる廃材プレイパー
クを作ります。
▽とき　12月までの毎週土・日曜
日、祝日（11月 26日、12月 10日・
23日を除く）の午前９時半～午後
３時半
※事前の申し込みは不要。ただし、
団体で参加を希望する場合は連絡
を。
【オリジナルキャンドルとクリスマ
ス飾り作り教室】
▽とき　12月 10日（土）
　　　　午前９時半～正午
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　小学生以上＝ 15人（小学
生の参加は保護者同伴）
▽参加料　無料
▽持ち物　ラベルをはがしたジャム
などの空きびん１つ（容量が200ml
程度のもの）、びんの飾りに使う

 教室・講座
 

険料含む〉、初日徴収）
■問窓口か電話で、温水プール石川
(☎ 49・7081) へ。

小学生の初心者なぎなた教室

▽とき　12月３日～ 2月 25 日の
毎週土曜日、午後２時～4時
▽ところ　弘前Ｂ &Ｇ海洋セン
ター（八幡町１丁目）武道館
▽内容　なぎなたの基礎や技術・武
道の礼儀礼節を学びます
▽持ち物　飲み物、タオル、運動の
できる服装
▽対象　小学生＝15人（先着順）
▽参 加 料　2,000 円（全 12 回、
初日徴収）
※なぎなた連盟の保険に加入して
いない場合は、保険料として別途
800円がかかります。
■問窓口か電話で、弘前Ｂ&Ｇ海洋
センター（☎33・4545）へ。

現代セミナーひろさき③

聞いておきたい暮らしのあれこれ
～電力の自由化編～
▽とき　12 月４日（日）、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　電力会社を選ぶ時のポイン
トや注意点／実際に起こっているト
ラブルの実例と解決法／日本のエネ
ルギー事情や政策
▽講師　松本真由美さん（東京大学
教養学部教養教育高度化機構客員教
授）
▽対象　市民または市内に通学・勤
務する人＝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・年齢・性別・電話番号を記入）
で、12月３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）

弘前市民健康推進協議会
生涯骨太クッキング教室
▽とき　12 月６日（火）、午前 10

時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）2階栄養指導室
▽内容　中華風炊き込みご飯、花
シューマイ、黒糖コーヒーゼリーほか
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、はし、三角き
ん
■問 11 月 21 日から、弘前市保健セ
ンター（☎37・3750）へ。

農業者の皆さんへ
青色申告を始めましょう 

【収入保険制度導入を見据えた経営
管理セミナー】
　青色申告を行う農業者の拡大を目
的として開催します。
▽とき　12月８日（木）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　NOSAI ひろさき広域
（門外字村井）２階会議室
▽内容　青色申告に関する概要、手
続き、メリット／簡易簿記の記帳方
法
▽講師　髙地豊人さん（税理士）
▽対象　税務申告を白色申告で実施
している農業者
▽参加料　無料
■問 11 月 22 日までに、電話かファ
クスで農業政策課（☎ 40・7102、
■Ｆ 32・3432）へ。

市民健康クッキング講座

▽とき　12 月９日、平成 29 年１
月６日、２月８日、３月８日
※時間はいずれも午前10 時半～午
後１時。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　全４回に参加できる市民＝
15人（初めて参加する人を優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号を記入し、
11 月 28 日（必着）までに、健康
づくり推進課健康増進係「市民健康
クッキング講座」（〒036・8711、
野田２丁目７の１）へ。

※応募多数の場合は抽選で決定。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

冬季室内テニス教室

▽とき　12 月８日～平成 29 年３
月 23日の毎週木曜日、午後６時～
７時半（12 月 29 日、１月 12 日
を除く）
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　初級＝基本ストローク／中
級＝ワンランク上を目指す
▽定員　各日10人（先着順）
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料を含む。当日徴収）
▽申し込み方法　11 月 30 日まで
に、Ｅメールで申し込みを。
■問弘前テニスクラブ（原田さん、
☎ 携 帯 090・1399・7414、 ■Ｅ
hirote1961@gmail.com）

 

休日在宅当番
▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、
消防本部の救急病院案内専用電話
（☎32・3999）へ問い合わせを。

内　科
12／4 関医院中津軽診療所（賀

田１）
☎82・3006

11 さがらクリニック（桔
梗野１）

☎37・2070

18 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
25 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
12
 ／11

さとう耳鼻咽喉科医院
（田園４）

☎27・8733

25 EST クリニック（福村
字新館添）

☎29・5500

31 坂本耳鼻咽喉科医院（南
瓦ケ町）

☎33・6373

伊藤眼科（南大町２） ☎36・6105

歯　科
12／4 やがわ歯科医院（城西４）☎39・6400
11 百石町デンタルクリニ

ック（百石町）
☎55・6480

18 明本歯科医院（大町３）☎35・4774
23 やぎはしファミリー歯

科（富田町）
☎36・4180

25 ひまわり歯科クリニッ
ク（早稲田２）

☎29・3738

31 矯正歯科じん歯科クリ
ニック（大町２）

☎37・1182

松枝歯科医院（下白銀町）☎35・2157


