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＝２月17日
～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽対象　市民または市内に通学また
は勤務する人＝各30人（先着順）
▽受講料　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・希望講座名を記
入）で申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

第２回市民・少年少女
スキー教室
▽とき　１月 28日・29 日の午前
10時～午後３時（受け付けは午前
９時～）
▽ところ　大鰐温泉スキー場国際エ
リア（大鰐町虹貝字清川）
※受付場所は雨池スキーセンター。
▽講師　ＳＡＪ全日本スキー連盟公
認指導員（弘前スキー倶楽部所属）
▽対象　小学生以上の市民（初心者
からエキスパートまで）
▽参加料　3,000 円（スポーツ障
害保険料を含む）
▽その他　講習時のリフト券、ス
キー用具等は各自でご用意を。
▽申し込み方法　１月 17日～ 26
日に、弘前市体育協会（下白銀町、
笹森記念体育館内）、タケダスポー
ツ弘前バイパス店（城東北４丁目）
またはスーパースポーツゼビオ弘前
バイパス店（高田５丁目）へ申し込
みを（受講料は当日受け付けで徴収
します）。
■問弘前スキー倶楽部事務局（☎携帯
080・4519・2611）

ねぷた絵描き方講習会

▽とき　１月29日（日）　
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽講師　津軽錦絵作家協会会員
▽対象　小学生以上＝ 50人（先着
順）

▽受講料　700円
▽持ち物　鉛筆、消しゴム、習字筆、
ボタンばけ
※作品は、雪燈籠まつり期間、津軽
錦絵大回廊に展示します。
■問１月 25日までに、受講料を添え
て、弘前観光コンベンション協会（市
立観光館内、☎ 35・3131）へ。

お抹茶体験と一輪の花

▽とき　１月28日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）和室・調理室
▽内容　抹茶・生け花の体験、簡単
な和菓子作り
▽対象　小学生以下＝ 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　ハンドタオル、ふきん、
はさみ
■問 １ 月 21 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。

ジュニアゴルフ教室

▽とき　１月 29日、①午前 10時
～ 11時半、②午後１時～２時半
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場管理
棟（清野袋２丁目）
▽内容　クラブの握り方・振り方・
実際にボールを打つ、パター体験、
的当てゲーム、パターでのボウリン
グゲーム　
▽対象　小学生＝各回４人（先着順）
▽参加料　１人１回1,000円
■問１月 26日までに、岩木川市民ゴ
ルフ場（☎36・7855）へ。

雪崩講習会

▽とき　１月29日（日）
　　　　午前９時～午後３時
▽ところ　講習会…百沢スキー場
（百沢字東岩木山）彩レストハウス、
実技…百沢スキー場駐車場付近
▽講師　清野嘉樹さん（弘前勤労者
山岳会会長）
▽定員　20人程度（初心者・経験
者問わず）

現代セミナーひろさき

現代セミナーひろさき④【そこんと
こどうなの??高齢出産のあれこ
れ】
　高齢出産のリスクや妊婦をとりま
く環境、ホルモンの働きによる心身
の変化などについて紹介します。
▽とき　１月29日（日）
　　　　午後１時～３時
▽講師　三崎直子さん（弘前大学大
学院保健学研究科准教授）　
▽申し込み期限　１月28日（土）
現代セミナーひろさき⑤【ここが知
りたい！「弘前市５つのお城＋１」
のお話】
　弘前藩誕生に深く関わる「種里城」
などの５つの城について、城主や当
時の町の様子、文献から見てとれる
ユニークな事柄などを楽しく紹介し
ます。
▽とき　①…種里城、大浦城、堀越
城、弘前城編＝２月５日（日）、午
後１時～３時／②石川城、和徳城編
…２月 18 日（土）、午後１時～３
時
※受け付けはいずれも午後０時半
～。
▽講師　①＝今井二三夫さん（弘前
文化財保存技術協会理事長）、②＝
三上隆博さん（和徳歴史探偵団団長）
▽申し込み期限　①＝２月４日、②

▽受講料　500円（資料代として、
当日徴収）
▽持ち物　昼食、筆記用具、屋外で
活動できる服装、ビーコン（無料貸
し出しあり）
▽申し込み方法　当日会場で受け付
けます。
■問弘前勤労者山岳会（竹内さん、☎
携帯090・7074・3979）

電話応対・ビジネス
スキルＵＰ講座
　求職者を対象に、コンタクトセン
ターでの就業体験を通じて基本的な
ビジネススキルなどを修得できるセ
ミナーを開催します。
▽とき　①１月 30 日～２月１日、
②２月15日～ 17日
※時間はいずれも午前 10時～午後
４時。
▽ところ　弘前商工会議所（上鞘師
町）
▽定員　各回10人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問キューアンドエー（☎フリーダイ
ヤル0120・535・875）

中級者・初級者
バドミントン教室
▽とき　中級者…２月１日～３月
22日の毎週水曜日／初級者…２月
３日～３月24日の毎週金曜日
※時間はいずれも午前 10 時～正
午。
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽内容　中級者…基本、競技規則、
ゲーム戦略など／初級者…ラケット
の握り方からゲームまで
▽対象　市民＝各20人
▽参加料　無料（各自傷害保険に加
入を）
▽持ち物　ラケット（貸ラケット
有）、室内用シューズ、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・性別・
電話番号・教室名（中級・初級の別も）
を記入し、１月26日（必着）までに、
岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒036・
1332、兼平字猿沢32の 11）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。　

■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【インターネット講座】
▽とき　２月２日・９日の午前 10
時～午後３時
※２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　インターネットの利用方法
など
▽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、昼食
■問１月 22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。

バレンタインデー
お菓子作り教室
▽とき　２月10日（金）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽対象　市内に勤務または居住の働
く青少年（おおむね 35歳まで）＝
15人（先着順）
▽参加料　1,000 円（材料費とし
て）
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん、筆記用具
※お菓子は持ち帰りできます。
■問１月 31 日までに、参加料を添
えて、勤労青少年ホーム（☎ 34・
4361）へ。
※材料の準備の都合上、締め切り以
降のキャンセルは参加料を返却でき
ません。

水泳教室（背泳ぎ・平泳ぎ）

▽とき　①背泳ぎ…２月 10 日～
28 日の毎週火・金曜日、午前 10
時～ 11時／②平泳ぎ…２月 16日
～３月 23日の毎週木曜日、午後１
時～２時
▽内容　背泳ぎ・平泳ぎの基本泳法
▽対象　クロールで 25メートル泳
げる市民＝各15人

▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　水着・キャップ・ゴーグ
ル・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・希望の
教室名を記入し、１月30日（必着）
までに、温水プール石川（〒036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問温水プール石川（☎49・7081）

第28回市民ボウリング教室

▽とき　①２月 11日・② 12日の
午前10時～正午（午前９時半集合）
※１日のみの参加も可。
▽ところ　①弘前ファミリーボウル
（高崎２丁目）／②アサヒボウル（土
手町）
▽対象　ボウリング初・中級の市民
▽参加料　1,000 円（プレー代、
保険料を含む。１日のみの参加は
500円）
▽申し込み方法　２月８日までに、
参加料を添えて、アサヒボウル（☎ 
35・0363）か弘前ファミリーボウ
ル（☎27・4145）のフロントへ。
■問各ボウリング場へ。

ベテランズセミナー

▽とき　２月16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　ごみの減量化・資源化の推
進について
▽講師　市職員
▽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
※防寒着の持参を。
▽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・電話番号を記入）
で、２月 13 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）

１
・
２
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　三日月形の金星を見よ
う
▽とき　１月 21日（土）
　　　　午後５時～７時
★観察会　オリオン座を見よう
▽とき　２月４日（土）
　　　　午後６時～９時
～共通事項～
▽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）


