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こどものまち
ミニひろさき vol.2
　子どもたちがつくる「まち」で、
お仕事をしてもらったサキ（擬似通
貨）を使ったり、遊んだり、自由に
過ごすことができます。
▽とき　２月 18 日・19 日の午前
９時半～午後３時（予定）
▽ところ　弘前大学大学会館（文京
町）
▽対象　小学生＝200人
▽参加料　200円
■問１月 20日の正午までに、Ｅメー
ルまたははがき（住所・氏名・性別・
学年・連絡先を記入）で、弘前大学
深作研究室（学生・教員研究会「ら
ぶちる」宛て、〒036・8560、文
京 町 １、 ☎ 39・3147、 ■Ｅ
kodomonomachi.hirosaki@
gmail.com）へ。
※電話での申し込みはできません。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
当選者には２月上旬までに通知しま
す／子どもゆめ基金の助成金を受け
て実施します。

地域未来創生塾＠中央公民館

　大学教員・学生からの話題提供や
資料を使って、今後の地域づくり活
動に役立つワークショップを行いま

す。
▽日程と内容　１月 11日…「ゲー
ムで思いめぐらす、地域での働き方」
／②１月 25日…「人口減少問題の
克服策を探る」
※時間はいずれも午後６時半から。
▽ところ　中央公民館（下白銀町）
第３会議室
▽対象　高校生以上の市民＝30人
※事前の申し込みは不要。
▽参加料　無料
※詳しくはホームページ（http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
irrc/）をご覧ください。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ  chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）／弘前大学人文社会科学部地域
未来創生センター（☎39・3198）

女性の活躍応援
再就職支援セミナー
◎パソコン基礎講座
▽とき　１月 20
日・23 日・24 日
の午前 10 時半～
午後４時半
◎ビジネスマナー講座
▽とき　１月 16日の午前 10時半
～午後４時半、18日の午後１時半
～４時半
◎メイクアップ講座
▽とき　１月 25日の午後１時半～
３時半
～共通事項～

▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室1
▽対象　再就職を希望している女性
求職者＝20人（先着順）
▽受講料　無料
▽託児　受講者１人につき、１人（０
歳2か月～就学前）まで無料
※申込書は弘前就労支援センター
（ヒロロ 3階）のほか、ハローワー
ク弘前（南富田町）、市役所などに
も備え付けています。
■問１月 10日までに、弘前就労支援
センター（☎ 55・5608、■Ｆ 55・
5607、平日の午前９時～午後５時）
へ。

りんご新品種栽培研修会

　りんごの新品種の動向や民間育種
について、試食会を交えながら研修
会を行います。
▽とき　１月19日（木）
　　　　午後２時～
▽ところ　中央公民館相馬館長慶閣
（五所字野沢）
▽講師　今智之さん（りんごワーク
研究所りんご指導監）
▽受講料　無料
■問りんご課（☎40・7105）

外国人留学生から直接聞ける
「世界のおはなし」
　中国、フランス、タイ、フィリピ
ン出身の留学生が、日本語で母国や
日本の印象について紹介します。気

になる国のブースを回ってそれぞれ
の国の魅力を再発見しましょう。
▽とき　１月21日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽対象　各国の留学生と話してみた
い人、世界の国々に興味のある人＝
50人（先着順）
▽参加料　無料　
■問１月19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）

初心者のための囲碁教室

▽とき　１月21日・22日・28日・
29 日、２月４日・５日の午前 10
時～正午
▽ところ　町田地区ふれあいセンタ
ー（町田１丁目）
▽対象　市民＝10人程度
▽参加料　無料
▽講師　藤田秀弘さん、中澤憲夫さ
ん
※事前の申し込みが必要。
■問町田地区ふれあいセンター（☎
32・8980、月曜日は休館日）

かっこいい大人養成講座６

【冬囃子・雪灯り講座～冬のお囃子
で地域を盛り上げよう !! ～】
　雪燈籠まつりで演奏される「八本
調子の唄笛」の譜面の見方や良い音

を出すこつ、実際の演奏方法などを
全４回で学ぶ講座です。
▽とき　①おはやしの練習＝１月
28日、２月１日・４日・８日／②
雪燈籠まつりでおはやし披露＝２月
11日
※時間はいずれも午後７時～９時。
▽ところ　①弘前文化センター（下
白銀町）２階中会議室（２月４日の
み、同センター２階和室）／②弘前
公園（集合＝弘前文化センター２階
和室）
▽講師　津軽笛地域づくり実行委員
会
▽対象　18歳以上で、笛の演奏や
はやしに興味のある人＝ 40人（先
着順）
※①のみの参加も可。
▽参加料　無料
▽持ち物　八本調子の唄笛用の笛か
すりがねまたは担ぎ桶太鼓
※笛を持っていない人には貸し出し
ます。すりがね、担ぎ桶太鼓の貸し
出しはありません。
■問１月 25日までに、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、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

東北女子大学公開講座

▽とき　１月28日（土）
　　　　午前10時半～午後１時半

▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「おさかな食育クッキング
～旬の魚いただきます♪～」
▽対象　食育に関心のある親子・一
般＝40人
▽受講料　１組500円
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選で決定。
■問弘前丸魚（☎27・2345）
※詳細は弘前丸魚ホームページ
（http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html） を ご
覧ください。

プロが教える！
カクテル作り講座
▽とき　１月 29 日（日）、午後４
時～７時（受け付けは午後３時半～）
▽ところ　弘前文化センター３階調
理実習室（下白銀町）
▽内容　プロのバーテンダーから、
すぐに実践できるカクテルの作り方
や、シェーカーの振り方などについ
て学びます。
▽講師　佐藤聖也さん（板柳町
「BAR 聖（ひじり）」オーナー）
▽対象　おおむね 20
～ 50 歳の市民＝ 24
人（先着順）
▽参加料　1,500円
■問１月25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。

　４月からの「なかよし会・児童クラブ」の入会希望
申し込みを受け付けします。
▽受付期間　１月４日～31日、午前８時半～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
▽申込先　子育て支援課（市役所１階、窓口 106）、
岩木総合支所民生課（賀田 1丁目）、相馬総合支所民
生課（五所字野沢）
▽対象　保護者の就労などにより、放課後に留守家庭
となる小学生

▽申し込み方法　入会申込書に次のいずれかの書類を
添えてお申し込みください。
①平成 28年分源泉徴収票の写し
②就労証明書
③家庭で保護ができないことを証明する書類
※入会申込書と就労証明書は、子育て支援課、各なか
よし会・児童クラブで配布しているほか、市ホームペ
ージからダウンロードできます。
■問子育て支援課（☎ 40・7038）

　「岩木山」はもちろん、岩木地区を
訪れたら絶対見たい、見せたい場所・
ものなど、自慢の一枚、あなたが見
つけたとっておきの瞬間など「岩木
らしさ」が表れた写真をお寄せくだ
さい。なお、応募作品は岩木庁舎と
ヒロロで展示する予定です。
▽応募規定　カラープリント、ワイ

テーマは「美しい村・岩木」らしさ ド四つ切・A４判で、未発表のもの。
組み写真や合成写真は応募不可。
▽賞　受賞者には岩木地区の特産品
などの賞品を差し上げます。
●グランプリ（１点）…１万円相当
／特選（２点）…5,000円相当／優
秀賞（５点）…2,000円相当
▽応募方法　１月27日（金）までに、
郵送または持参してください。
※応募作品の取り扱いなど、詳しく
は市ホームページまたは岩木総合支
所に備え付けの実施要領を確認の
上、ご応募ください。
■問い合わせ・応募先　日本で最も
美しい村づくり岩木協議会事務局

（岩木総合支所総務課内、〒036・
1393、賀田１丁目１の１、☎ 82・
1621）

なかよし会・児童クラブ
入会申し込み

 教室・講座

日本で最も
美しい村・岩木
フォトコンテスト


