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産後エクササイズ
ママ＆ベビー
▽とき　12 月１日・15 日の午後
２時 15 分～３時 15 分
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽内容　ヨガやピラティスの要素を
取り入れた、赤ちゃんとコミュニ
ケーションをとりながらの運動
▽講師　内木仁美さん（日本母子健
康運動協会認定産後運動指導者）
▽対象　生後３か月～ 12 か月の乳
幼児と母親＝ 10 組
▽ 参 加 料　 １ 回 1,944 円、 ２ 回
3,240 円
▽持ち物　乳幼児の敷物（タオルな
ど）、お世話道具、飲み物、運動し
やすい服装
■問電話で、ウイング弘前（☎ 38・
8131）へ。

高齢者健康トレーニング教室
～シニア向けヨガ教室～
　高齢者健康トレーニング教室の
オープン特別企画第２弾として行い
ます。
▽とき　12 月８日・22 日、１月
19 日・26 日、２月９日・23 日、
３月９日・23 日の午後２時～３時
※１回のみの参加も可。
▽ところ　温水プール石川（小金崎

字村元）研修室
▽対象　65 歳以上の市民＝各回
26 人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、飲み物、室内用
シューズ
■問温水プール石川（☎ 49・7081）

弘前大学公開講座
「リンゴを科学する」
　りんご生産者やりんご産業関係者
などを対象に、りんごに関するさま
ざまな講座を開講します。
▽とき　12 月 10 日（土）
　　　　午前９時～午後３時 55 分
▽ところ　平川市生涯学習センター

（平川市猿賀南田）２階多目的ホー
ル
▽受講料　無料
■問 平川市農林課（☎ 44・1111、
内線 2175）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

ベテランズセミナー

▽とき　12 月 15 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　特殊詐欺被害予防の寸劇と
防犯講座
▽講師　弘前警察署桝形交番アップ
ル隊
▽対象　おおむね 60 歳以上の市民
＝ 30 人程度（先着順）
▽受講料　無料
■問 電話かファクスまたはＥメール

（住所・氏名・電話番号を記入）で、
12 月 12 日までに、中央公民館

（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

北の文脈文学講座

▽とき　12 月 17 日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽テーマ　「鈴木喜代春の児童文学」
▽講師　櫛引洋一さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料（事前の申し込みは

不要。ただし観覧料は必要）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝ 50 円
※ 65 歳以上の市民、市内の小・中
学生や外国人留学生、市内外の障が
い者、ひろさき多子家族応援パス
ポートを持参の人は無料。年齢や住
所を確認できるものの提示を。
■問郷土文学館（☎ 37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

ミニ門松作り教室

　不要になったわらや竹、畳表など
を使って作ります。サイズは直径約
10㎝、高さ約 20㎝です。
▽とき　12 月 23 日（金・祝）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　20 人（親子での参加も可。
製作は１家族１基まで）
※初めて参加する人を優先します。
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食
※作業しやすく、汚れてもいい服装
でおいでください。
■問 12 月７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。

市民スキー教室（岩木会場）

▽とき　12 月 29 日～ 31 日の午
前 10 時半～午後３時半
※ 31 日は正午まで。
▽ところ　岩木山百沢スキー場（百
沢字東岩木山）
▽クラス区分　初心者＝スキーが初
めてか、それに近い人／初級＝１人
でリフトに乗れて滑れる人／中級＝
基礎パラレルターンができる人／上
級＆レーシング＝パラレルターンが
できる人
▽対象　小学校１年生以上で、用具
を持参し、現地集合ができる人＝
70 人
▽参加料　2,000 円
※各自傷害保険に加入を。
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・希望ク
ラス（小・中学生の場合は保護者名

と学年も）を記
入し、12 月９日

（必着）までに、
岩木スキークラ
ブ（〒 036・1313、賀田１丁目
11 の８、熊谷さん）へ。
※はがき１枚で１人まで。応募多数
の場合は 12 月 11 日に抽選し、結
果を通知します。
■問岩木スキークラブ（熊谷さん、☎
携帯 050・7122・0847）

お正月にぴったりな
フラワーアレンジメント教室
▽とき　12 月 25 日（日）、 ①午後
１時～２時、②午後２時～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）3 階イ
ベントスペース
▽内容　オアシス（花の吸水スポン
ジ）を使って、正月ならではの花を
楽しく生けます。
▽対象　小学生以下＝各回 20 人

（先着順、小学生未満は保護者同伴）
▽参加料　１人 300 円
▽持ち物　はさみ、ハンドタオル、
新聞紙、持ち帰り用の袋
■問 12 月 15 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 28 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

ゲートキーパー
フォローアップ研修会
　ゲートキーパーとは、悩んでいる
人に気付き、声を掛け、話を聴い
て、必要な支援につなげ、見守る人
です。傾聴の技法を学び、誰もが安
心して暮らせる地域を一緒に作りま
せんか？
▽とき　12 月 27 日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　 弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　講話と演習を通して傾聴の
技法を学ぶ
▽講師　田中真さん（弘前大学大学
院保健学研究科助教）
▽対象　市民
▽参加料　無料
■問 12 月 20 日までに、電話で健康
づくり推進課（☎ 37・3750）へ。

運動サークル inヒロロ

【ヒロロ健康サークル】
▽とき　１月 10 日～ 31 日の毎週
火曜日、午前 10 時半～ 11 時 50
分（受け付けは午前 10 時～）

【ヒロロフィットネス・ＡＢＣ・サー
クル】
▽とき　１月５日～３月 23 日の
毎週木曜日、午前 10 時半～ 11 時
50 分（受け付けは午前 10 時～）
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ひろさき健幸増進リーダー
による体操
▽対象　毎回継続して参加できる
40 歳以上の市民＝ 30 人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動のできる服装、室内
用シューズ、汗ふきタオル、飲み物
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号・サークル名を記入し、12 月
15 日（必着）までに、健康づくり
推進課（〒 036・8711、野田２丁
目７の１）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき
１枚で応募可。応募多数の場合は抽
選で決定。
■問 健 康 づ く り 推 進 課（ ☎ 37・
3750）

ヒロロからだスッキリ
実践講座
▽とき　１月 13 日～３月 17 日の
毎週金曜日、午前 10 時半～正午（受
け付けは午前 10 時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　機能改善などを目的とし
た、無理なく楽にできる体操
▽講師　三浦和子さん（健康運動実
践指導者）
▽対象　ひざ、腰、関節に痛みや不
安を感じる 40 歳以上の市民＝ 50 人
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、室内用シューズ、
汗ふきタオル
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・講座
名・痛みや不安がある部位を記入

の上、12 月７日～ 22 日（必着）
に、弘前市保健センター（〒 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 弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

弘前市青年交流会実行委員会
実行委員募集中
　弘前市青年交流会実行委員会で
は、独身男女の出会いの場となる交
流会を一緒に企画・運営する実行委
員を募集しています。
　自分たちの手で「出会いの場」を
企画・運営してみませんか。イベン
トづくりに興味のある人、新しい出
会いを探している人など、たくさん
の応募をお待ちしています。詳しく
はお問い合わせください。
▽活動内容　定例会議（毎月１回）
への出席、交流会の企画・運営（年
３～４回程度開催）、ボランティア
活動など
▽対象　市内に居住するおおむね
20 歳から 45 歳までの独身の農業
者または農業後継者（男女問わず）
■問 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）
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12
月
の
催
し

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］
★観察会　活発な出現を見せるふ
たご座流星群を見よう
▽とき　12月 14日（水）、午後
６時～10時
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時半）
※事前の申し込みは不要。
■問星と森のロマントピア天文台
（☎84・2233、月曜日は休み）

緑の相談所 12月の
催し

【展示会】
●冬の室内植物展　13 日～ 25
日

【講習会】
●シクラメン・ポインセチアの管
理　３日、午後１時半～３時半
●クリスマスリース作り　17日、
午後１時半～３時半
▽定員　15 人（先着順）
▽参加料　1,500 円（材料費と
して）
▽申し込み方法　10 日までに電
話で申し込みを。
●休館日　毎週月曜日、24 日、
29 日～１月３日
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

 教室・講座

 その他
 


