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 教室・講座

藤田記念庭園冬期開園

▽とき　３月 31 日までの午前９時
～午後５時
▽ところ　洋館（大正浪漫喫茶室、
藤田謙一資料室、会議室）、高台部
のみ
▽入園料　無料（会議室は有料）
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

生きがい教室

　４月～平成 30 年３月の１年間の
受講者を募集します。
○城西老人福祉センター（城西４丁
目）

教室名 主な活動日程 定員

健康体操
教室

毎月第１～第３土
曜日
午後１時半～２時半

30 人

詩吟教室 毎月第２・４土曜日
午後１時半～３時半 15 人

▽対象　おおむね 65 歳以上の市民
▽受講料　無料
▽申し込み方法　３月 19 日まで
に、直接来所して申し込みを。
■問城西老人福祉センター（☎ 38・
0858）
※月曜日と祝日の翌日は休館日。
○鷹ケ丘老人福祉センター（西茂森
１丁目、天満宮境内）

教室名 主な活動日程 定員

絵画教室 毎月第１・３火曜日
午後１時～３時 20 人

俳句教室 毎月第１・３木曜日
午後１時～３時 20 人

短歌教室 毎月第２・４木曜日
午後１時～３時 20 人

書道教室 毎月第２・４金曜日
午後１時～３時 20 人

▽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　３月 19 日まで
に、直接来所して申し込みを。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、抽選で決定します。
■問鷹ケ丘老人福祉センター（☎
32・7260）
※月曜日と祝日の翌日は休館日。
○老人福祉センター瑞風園（高杉字
神原）

教室名 主な活動日程 定員
健康づく
り運動教

室
毎月第１・３火曜日
午後２時～３時 25 人

▽対象　おおむね 65 歳以上の市民
▽受講料　無料
▽申し込み方法　３月 22 日まで
に、直接来所して申し込みを。
■問老人福祉センター瑞風園（☎
95・3535）
※月曜日と祝日の翌日は休館日。

ウイング弘前の教室

【ストレッチ&筋トレ】
▽とき　３月５日（日）
　　　　午後１時～２時
▽定員　10 人（先着順）

【体組成機で無料測定会】
▽とき　３月 20 日（月）
　　　　午前９時半～ 10 時 15 分
▽対象　60 歳以上＝ 10 人（先着
順）
～共通事項～
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽対象　ウイング弘前の利用が初め
ての人
■問電話で、ウイング弘前（☎ 38・
8131）へ。

からだいきいき
リラックス教室

【リラックス体操】
▽とき　３月９日・16 日・23 日
の午後６時半～７時半
▽講師　永澤真珠子さん

【すっきりヨガ】
▽とき　３月４日・18 日・25 日
の午後６時半～７時半
▽講師　東海美絵子さん
～共通事項～
▽ところ　岩木 B&G 海洋センター

（兼平字猿沢）
▽対象　中学生以上＝各 15 人（先
着順）

▽参加料　1 人 300 円（当日徴収）
※各自傷害保険など加入を。
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
汗ふきタオル
■問電話かファクスで、岩木 B&G
海洋センター（☎ 82・5700、■Ｆ
82・5701）へ。

第４回くらしの消費者講座
～学ぼう 相続登記～
　相続登記の手続き方法や注意点な
どを学びます。
▽とき　３月８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　青森法務局弘前支局総括登
記官
■問 市 民 生 活 セ ン タ ー（ ☎ 34・
3179）

ひとにやさしい
社会推進セミナー
▽とき　３月 10 日（金）
　　　　午後６時半～８時
▽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　「地域で経営すること～
自分らしく生きるために～」
▽講師　大西晶子さん（SEEDS 
NETWORK、集会所 indriya 代表）
▽対象　市民または市内に通勤・通
学する人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。託児（無
料）を希望する人は、３月４日まで
に申し込みを。
■問 市 民 参 画 セ ン タ ー（ ☎ 31・
2500）

元気になるKIDS COOKING!
ダイズで元気☆手作りみそ教室
▽とき　３月 11 日（土）、午前 10
時～午後０時半ころ
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）調理室
▽内容　みそ作りと試食
▽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　エプロン、三角きん、手

拭き用タオル、ふきん、台拭き
■問 ３ 月 ７ 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％システム採択事業。

ジュニアゴルフ教室

▽とき　３月 12 日・26 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・
打ち方、パター体験、的当てゲーム
など
※ 26 日はゴルフ場の利用が可能な
場合、ホールで実施。
▽対象　小学生＝各回４人（先着順）
▽参加料　1 人 1 回 1,000 円
■問各回の３日前までに、岩木川市民
ゴルフ場（☎ 36・7855）へ。

「津軽家略系図」講話会

　津軽家歴代藩主の功績や、将軍家
と津軽家との時代背景などを分かり
やすく紹介します。
▽とき　３月 12 日（日）
　　　　午前 10 時～ 11 時半
▽ところ　武徳殿休憩所（弘前公園
北の郭内）
▽講師　工藤哲彦さん（陸奥史談会
会長）
▽定員　30 人（先着順）
▽参加料　1,000 円（津軽家略系
図、お菓子代を含む）
▽申し込み方法　３月８日までに、
電話で申し込みを。
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

弘前市ファシリティ
マネジメント市民セミナー
　公共施設を取り巻く現状や市の取
り組みについてお知らせします。
▽とき　３月 17 日（金）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽内容　「市民のためのファシリ
ティマネジメント（ＦＭ）入門」…
講師・成田一郎さん（日本ファシリ
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ティマネジメント協会）、「公共施設
を取り巻く現状について」…講師・
池澤龍三さん（弘前市ＦＭアドバイ
ザー）、「弘前市のファシリティマネ
ジメントの取り組み」…弘前市長
▽入場料　無料
▽その他　駐車場に限りがあるた
め、公共交通機関の利用をお願いし
ます。
■問財産管理課（☎ 40・7111）

春休みかけっこ教室

▽とき　３月 25 日・27 日・29 日・
31 日、４月１日・３日の午前 10
時半～正午
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　走る・跳ぶなどの全身運
動、ラダー・ミニハードルなど用具
を使って足を動かすトレーニング
▽対象　市内の小学校１～４年生＝
20 人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動靴・タオル・着替え・
飲み物・なわとび
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・電話番号・学年・教室
名を記入し、３月 14 日（必着）ま
でに河西体育センター（〒 036・
8316、石渡１丁目 19 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
選で決定します。
■問 河 西 体 育 セ ン タ ー（ ☎ 38・
3200）

緑の相談所 ３月の
催し

【展示会】
●花の写真展　３日～ 12日
●桜の花展　17日～ 26日

【講習会】
●春の庭木のせん定　11日、午
後１時半～３時半
●春の庭木の病害虫防除　18日、
午後１時半～３時半
●シンビジウムの植替え　25日、
午後１時半～３時半
●休館日　 ６ 日・13・21 日・
27日
■問緑の相談所（☎33・8737）

　コミュニティラジオ局「ＦＭアップルウェーブ」で、小学
校を卒業する６年生児童一人ひとりが将来の夢や小学校での
思い出などを語る特別番組を放送します。昨年度この番組は、

「コミュニティ局ならではの独創的な番組」との理由から、
第 53 回ギャラクシー賞ラジオ部門入賞８作品に選ばれまし
た。この番組に弘前市内は 23 の小学校が参加し、担任の先
生、校長先生からの贈る言葉や、各学校の校歌も紹介されま
す。希望に満ちあふれた子どもたちの声、そして懐かしの学
び舎を思い出させる校歌をぜひお聴きください。
▽放送日　３月 13 日～ 19 日の午後７時～９時半
■問ＦＭアップルウェーブ（☎ 38・0788）

市内の小学生の
卒業メッセージ
をラジオで紹介
するよ！

特別番組 メモリアルグラデュエーション2017～小学校卒業生のメッセージ～

※五十音順（放送順ではありません）。

放送日 放送校
３月13日 大和沢小学校、三省小学校、城東小学校、朝陽小学校
 　　14日 石川小学校、大成小学校、千年小学校
 　   15 日 桔梗野小学校、高杉小学校、百沢小学校、堀越小学校
 　 16 日 北小学校、時敏小学校

 　 17 日 岩木小学校、城西小学校、第三大成小学校、新和小学校、船沢小学校
 　 18 日 附属小学校、和徳小学校
 　 19 日 相馬小学校、福村小学校、松原小学校


