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最高峰の棋戦が弘前で！

とき　４月20日・21日
ところ　藤田記念庭園和館

第 75 期 

名人戦 
七番勝負第２局

弘前さくらまつり 100 年記念
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に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢・教室名（コース）を記入し、
３月 25日（必着）までに、運動公
園（〒036・8101、豊田２丁目３）
へ。
※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。
■問運動公園（☎
27・6411）

弘前学院大学開放講義（前期）

　開かれた大学づくりの一環とし
て、地域の皆さんが学生と一緒に通
常の講義を受講する「開放講義」の
受講者を募集します。詳しくはお問
い合せください。
▽とき　４月７日～８月２日
▽科目　英会話ⅡＡ、日本語学特講、
人体の構造Ⅰなど
▽受講料　無料（別途資料代として
2,500円が必要）
※駐車場は利用できませんので、公
共交通機関などをご利用ください。
■問 ３ 月 21 日 ～ 30 日 に、 弘 前
学院大学学務課窓口（稔町、☎
34・5211、 ■Ｈ http://www.
hirogaku-u.ac.jp）へ。

韓氏意拳・兵法武学研究会
講習会
　中国武術「韓氏意拳」の講習会と
兵法武学の研究会を行います。
▽とき　４月９日（日）、①兵法武
学研究会＝午前９時半～、②韓氏意
拳初級講習会＝午後２時～
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　①武術における立ち方、座
り方などの研究、②韓氏意拳の初級
講習会
▽参加料　① 6,500 円、② 8,500
円
※事前の申し込みは不要。
■問日本韓氏意拳学会青森分館（櫻
庭 さ ん、 ☎ 携 帯 090・7065・
9076）

金属町体育センターの教室

【産後のストレッチ教室】
▽とき　４月 11日～ 25日の毎週
火曜日、午後２時 15分～３時 15
分
▽内容　赤ちゃんと楽しみながらの
ストレッチや簡単な筋力トレーニン
グで、産後の体力回復と自宅でも遊
びながらできるトレーニングの実施
▽対象　生後６か月～ 12か月の乳
幼児と母親（市民）＝５組程度
【ゆったり体力ＵＰストレッチ体操
教室】
▽とき　４月 12日～６月 21日の
毎週水曜日（５月３日を除く）、午
後１時半～２時半
▽内容　身体をほぐすストレッチ体
操や簡単な筋力トレーニング、自宅
でも簡単にできる脳トレーニング
▽対象　市民＝12人程度
【スロージョギング教室】
▽とき　４月 13日～５月 18日の
毎週木曜日（５月４日を除く）、午
後１時半～２時45分
▽内容　簡単なウオーミングアップ
運動とクールダウンのストレッチ、
スロージョギングの姿勢や走り方な
ど
▽対象　市民＝12人程度
【～認知症の予防をしよう！～☆楽
しく健康教室☆】
▽とき　４月 15日～６月 17日の
毎週土曜日（４月 29 日を除く）、
午前10時半～ 11時半
▽内容　ストレッチと軽いリズム体
操、遊びを取り入れたゲーム（脳ト
レ）など
▽対象　市民＝10人程度
～共通事項～
▽ところ　金属町体育センター集会
室
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、室内用
シューズ、飲み物、運動のできる服
装、産後のストレッチ教室は乳幼児
の敷物と世話用具
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢（産後のストレッチ
教室は乳幼児の年齢〈何か月〉も）・
電話番号・希望教室名を記入し、３
月 31日（必着）までに、金属町体

春休み無料子供空手体験会

▽とき　３月 30 日（木）、ちびっ
こクラス（未就学児 4歳～）＝午
後４時～４時 40分／小学生クラス
＝午後５時～６時
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　空手の基本、礼儀作法など
▽参加料　無料
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物
※事前の申し込みが必要。
■問全世界空手道連盟新極真会青森
支部（鳴海さん、☎携帯 080・
6007・4798、 ■Ｅ aomori_
narumi@yahoo.co.jp）

春の空手体験教室

▽とき　５歳～小学生＝４月の毎週
日曜日（午後１時半～２時半）、４
月の毎週水曜日（午後６時半～７時
半）／中学生以上＝４月の毎週月曜
日（午後７時15分～８時半）
▽ところ　極真会館弘前道場（大清
水２丁目）
▽内容　空手の基本など（毎週月曜
日は気功やヨガなどを取り入れた健
康増進を目指した空手です）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
■問極真会館青森県支部弘前道場
（池田さん、☎携帯 090・6546・
9209）へ。
※当日会場でも受け付けます。

体力づくり＆ウォーキング教室

▽とき　水曜日コース＝４月５日～
６月 21日の毎週水曜日（５月３日
を除く）、午後２時～３時半／木曜
日コース＝４月６日～６月 22日の
毎週木曜日（５月４日を除く）、午
後１時半～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホールとイベントスペース
▽内容　ストレッチ体操、筋力ト
レーニング、障害物を使用してのウ
オーキング
▽対象　市民＝各コース20人
▽持ち物　室内用シューズ、室外用
シューズ、飲み物
▽参加料　無料（各自傷害保険など

育センター（〒036・8245、金属
町１の９）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。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

ニーハオ中国語教室

▽とき　４月14日～８月28日（各
教室共通…全17回）

▽教室・曜日・時間　【入門】①火
曜日の午後１時半～３時／②金曜日
の午後６時～７時半／③土曜日の午
後７時半～９時　【初級】④火曜日
の午前 10時半～正午／⑤金曜日の
午後７時～８時半　【中級】⑥月曜
日の午前９時 10 分～ 10 時 40 分
／⑦月曜日の午前 10時 50分～午
後０時 20分／⑧土曜日の午後６時
～７時半
▽ところ　①・②・④・⑤＝ヒロロ（駅
前町）／③・⑧＝南富田町体育セン

ター／⑥・⑦＝市民参画センター（元
寺町）
▽講師　高明（コウメイ）さんほか
▽定員　各教室＝８人
※申込人数が少ない教室は開催しな
いこともあります。
▽受講料　１万2,000円
※別途テキスト代として 1,000 円
～ 2,300 円が必要。
■問ニーハオサークル事務局（松江さ
ん、☎携帯 080・5748・4884、
■Ｅ motomuma@ybb.ne.jp）

【歓迎レセプション】
　佐藤名人と稲葉八段の来弘を歓迎します。参加無料
ですので、ぜひおいでください。
▽とき　4月 19日（水）、午後３時（予定）
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）（予定）
【前夜祭】
　佐藤名人、稲葉八段と交流し、対局を盛り上げませ
んか。対局者の揮毫（きごう）色紙などが当たる抽選
会も行います。
▽とき　4月 19日（水）、午後 6時半～（受け付け
は午後6時～）
▽ところ　アートホテル弘前シティ（大町1丁目）
▽定員　150人（先着順）
▽参加料　6,000円（中学生以下3,000円）
▽申し込み方法　4月 7日までに、第75期名人戦弘
前市実行委員会事務局（市役所２階、文化スポーツ振
興課内）へ料金を添えて申し込みを。
【大盤解説会】
　対局の様子をスクリーンで観戦しながら、プロ棋士
が解説を行います。
▽とき　4月 20日の午後 1時半～ 6時半、21日の
午前 10時～終局
▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽入場料　1日券 1,000 円、2日間通し券 1,500 円

（高校生以下は無料）
※当日のみの取り扱い。
■問第 75期名人戦弘前市実行委員会事務局（☎ 40・
7015）

 名人戦プレイベント
　名人戦対局を記念して、当市出身のプロ棋士・行方
尚史八段を招いてプレイベントを開催します。
【入門教室・レベルアップ教室・プロ棋士指導対局会】
▽とき　4月8日（土）、①入門教室…午後1時～3時、
②レベルアップ教室…午後 1時～ 3時、③指導対局
会…午後3時 20分～ 6時
▽ところ　弘前文化センター（下白銀町）
▽講師　行方尚史八段（日本将棋連盟）、奈良岡実師
範（日本将棋連盟青森県支部連合会）ほか
▽対象　①これから将棋を覚えたい小・中学生、高校
生とその家族＝30人、②棋力向上を目指す小・中学
生、高校生＝30人、③プロ棋士の直接指導を望む人
＝30人
※いずれも先着順。
▽参加料　①・②＝無料、③＝ 1,000 円（高校生以
下は無料）
【将棋名人戦弘前対局記念大会】
▽とき　4月 9日（日）、午前 10時～（受け付けは
午前9時半～）
▽ところ　弘前文化センター
▽クラス　Ａクラス（三段以上）／Ｂクラス（初段・
二段）／Ｃクラス（級位者）／Ｄクラス（小学生の初
級者）
▽審判長　行方八段
▽参加料　一般＝ 1,500 円／高校生以下＝ 500 円
（当日受付、昼食なし）
▽入賞　各クラス 3位まで入賞。Ｃクラス優勝者は
初段位を授与
※対局が早く終了した人は、プロ棋士の指導対局が受
けられます。
■問日本将棋連盟青森県支部連合会（☎青森 017・
775・7744）
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※対局期間中、藤田記念庭園は入園できません。


