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元気になるKIDS COOKING! 
青森の米粉で作る
シフォンケーキ教室
▽とき　２月25日（土）
　　　　午前10時～正午（予定）
▽ところ　宮川交流センター（堅田
２丁目）　調理室
▽内容　シフォンケーキ作り、春の
お花を生ける
▽対象　小学生以下＝ 20人（先着
順）
※未就学児は保護者同伴。
▽参加料　１人300円
▽持ち物　エプロン、三角きん、ハ
ンドタオル、ふきん、はさみ
■問 ２ 月 20 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。

リンパストレッチ教室　

　リンパについて学びながら、スト
レッチ・マッサージ・顔のリフトアッ
プなどを行います。
▽とき　３月１日・８日・15日の
午前 10時半～正午（１回のみの参
加も可）
▽ところ　北辰学区高杉ふれあいセ
ンター（独狐字山辺）
▽講師　塩崎雅子さん
▽対象　市民＝10人程度
▽参加料　１回300円
▽持ち物　バスタオルかヨガマット
（敷物として）、フェースタオル、手
鏡（スタンドﾞ型）
■問２月 17 日～ 28 日に、電話で、
北辰学区高杉ふれあいセンター（☎
95・3601、月曜日と祝日の翌日
は休館日）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【デジタルカメラ画像入門講座】
▽とき　３月３日・10 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　デジタルカメラで撮影した

画像の取り込み、保存整理の仕方、
活用方法など
▽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、デジタルカメ
ラのメモリーカード、カードリー
ダー、USB メモリ、CD-R または
DVD-R１枚、昼食
■問２月 19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。

中級古文書読み方講習会
　弘前図書館所蔵の藩政時代の古文
書を活用した読み方講習会です。
▽とき　３月４日・18 日・25 日
の午後２時～５時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　蔦谷大輔さん（弘前大学国
史研究会会員）
▽対象　高校生以上で、古文書をあ
る程度読める人、弘前図書館主催の
初級講座を修了した人など＝ 30人
（先着順）
▽受講料　無料（別途テキスト代
700円が必要）
■問２月28日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

サンライフ弘前
体力づくり教室
▽とき　３月６日・13日の午後３
時～４時半
▽ところ　サンライフ弘前（豊田１
丁目）
▽内容　初心者向けの器具を使った
体力づくり
▽定員　20人
▽参加料　100円（保険料として）
▽持ち物　室内用シューズ、タオル、
運動のできる服装
■問電話で、サンライフ弘前（☎
27・2811）へ。

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　３月４日（土）、午後１時

半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽テーマ　「81 歳！これからも語
り続けます。～一人一人の顔を見て
語ることの大切さ～」
▽講師　菊地菊代さん（津軽かたり
べの会会長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

三省地区交流センター
ヨガ教室
▽とき　３月４日・11 日・18 日
の午後２時～３時
▽ところ　三省地区交流センター
（三世寺字鳴瀬）
▽内容　無理せず手軽にできる初心
者向けヨガ
▽講師　下山明子さん
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　ヨガマット（持っていな
い人には貸し出します）、タオル、
飲み物、動きやすい服装
■問２月 28日までに、三省地区交流
センター（☎ 95・3760、月曜日
は休館）へ。

だしソムリエ３級検定講座

　日本古来から伝わる「だし」（か
つお節、昆布、煮干し）について学
び、正しい「だし」のとり方を修得
します。聞くだけではなく、実際に
見て、触って、感じてという五感を
大切にした体験型の講座です。講義
終了後に、筆記とテイスティングの
試験を行います。
▽とき　３月５日（日）、午後１時
～５時（開場は午後０時45分）　
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽講師　奥村雅美さん（だしソムリ
エ協会認定講師）
▽定員　20人
▽受講料　15,800 円
▽申し込み方法　だしソムリエ協
会ホームページ（https://dashi.
be/）から申し込みを。
■問だしソムリエ協会（奥村さん、☎
携帯090・2271・6203）

 暮らしのinformation

■問ひろさき移住サポートセンター
東京事務所（☎東京 03・6256・
0801、■Ｆ 03・6256・0802、■Ｅ
hif-tokyo@city.hirosaki.lg.jp）

サタディプラン

　土曜日に小・中学生を対象に、無
料で開催します。
▽日程・会場
【弘前文化センター（下白銀町）プ
ラネタリウム】
○わくわく☆こどもプラネ（子ども
向けのプラネタリウム投影）　３月
４日・11日・18日・25日の午前
10 時半～ 11 時／中央公民館（☎
33・6561）
【弘前図書館（下白銀町）】
○おたのしみおはなし会と図書館の
探検隊（絵本の読み聞かせ・紙芝居

などと図書館地下書庫の探検。対象
は小学校低学年）　３月４日の午前
11時～正午／弘前図書館（☎32・
3794）
【市立博物館（下白銀町）】
○親子鑑賞会（開催展覧会の鑑賞。
保護者も無料）　３月４日・11日・
18日の午前９時半～正午／市立博
物館（☎35・0700）
【市立郷土文学館（下白銀町）】
○親子文学散歩（クイズを解きなが
ら観覧）　３月４日・11日・18日
の午前 10時～正午／市立郷土文学
館（☎37・5505）
■問各会場へ。
※プラネタリウム、市立博物館、市
立郷土文学館は市内の小・中学生は
いつでも無料です。サタディプラン
以外の日もご利用ください。

春休み親子体験 !!
ステンドグラスづくり
▽とき　３月 26 日（日）の午前
10時～正午、午後２時～４時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）２階大会議室
▽対象　小学生以上の親子＝各回
20組（先着順）
▽参加料　１組2,000円
▽申し込み　２月 15日から、学習
情報館窓口で受け付けます。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

第３回くらしの消費者講座
～学ぼう 成年後見制度～
　身の回りには、購入や申し込みな
ど契約をする機会がたくさんありま
す。もし理解力や判断力に不安を感
じているなら、成年後見制度の概略
や手続きの方法などを学びませんか。
▽とき　２月22日（水）
　　　　午後２時～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽講師　三上富士子さん（弘前市成
年後見支援センター）
※事前の申し込みは不要。
■問 市民生活センター（☎ 34・
3179）

『夫婦で移住しました！』
弘前ぐらしトークイベント
in 東京
　地域おこし協力隊として当市に移
住した夫婦のトークイベントです。
協力隊としての活動内容や弘前での
暮らしなどについてお話しします。
当日は移住支援制度の説明と個別相
談も行います。首都圏に知り合いの
いる人は、周知のご協力をお願いし
ます。
▽とき　３月11日（土）
　　　　午後１時～４時15分
▽ところ　移住・交流情報ガーデン
（東京都中央区京橋１丁目）
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（氏名・連絡先を記入）
で、３月６日までに申し込みを。
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教室名 主な活動日程 定 員
 書道教室  毎月第１・３水曜日、午後１時半～３時半 35 人
 クレヨン画教室  毎月第１・３水曜日、午前 10 時～正午 40 人
 日本舞踊教室  毎月第２・４水曜日、午前 10 時～正午 20 人
 茶道教室（表千家）  毎月第１・３木曜日、午前 10 時～正午 15 人
 茶道教室（裏千家）  毎月第２・４木曜日、午前 10 時～正午 15 人
 健康料理教室①  毎月第３金曜日、午前 10 時～午後１時 25 人
 健康料理教室②  毎月第４金曜日、午前 10 時～午後１時 25 人
 健康体操教室  毎月第１・３土曜日、午前 10 時～正午 25 人

 歌謡（カラオケ）教室  毎月第２日曜日の午後３時～５時と毎月
 第４日曜日の午後２時～５時 40 人

 社交ダンス教室  毎月第１・３日曜日、午後１時半～３時半 男性＝15 人
女性＝25 人

　各教室の受講者を募集します。期間はいずれも４月～平成30年３月の
１年間です。
▽ところ　生きがいセンター（南袋町）
▽対象　おおむね65歳以上の市民
▽受講料　無料（一部の教室は教材費が必要）
▽申し込み方法　はがきに住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・電
話番号・教室名（１人２つまで。健康料理教室は①または②のいずれか１つ）
を記入し、２月28日（当日消印有効）までに、生きがいセンター（〒036・
8272、南袋町１の20）へ。電話での申し込みはできません。
※受講希望者が定員を超えた場合は、抽選で決定。より多くの市民に参加
してもらうため、同じ教室での受講が初めての人、連続して３年を超えな
い人の順に優先。結果は後日通知します。
■問生きがいセンター（☎38・0848、月曜日と祝日の翌日は休館日）

生きがいセンターの教室

 教室・講座
 


