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■問ミニム事務局（渡邊さん、☎携帯
090・1376・9393〈午後５時以降〉、
■Ｅ hiromi@minimewine.com）

ダンボールを使用した
廃材サッカーボール作り教室
　使用済みダンボールを使ってサッ
カーボールを作ります。エコな手作
りボールで楽しく遊んでみません
か。
▽とき　５月６日（土）
　　　　午前９時半～正午
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　10組（小学生以下は保護
者同伴）
▽参加料　無料
※作業しやすい服装でおいでくださ
い。
■問４月 23 日から、弘前地区環境
整備センタープラザ棟（☎ 36・
3388、受付時間は午前９時～午後
４時、月曜日は休館日）へ。

「あゝ弘前城」を楽しく踊って
みませんか
▽とき　５月 10日～６月 14日の
毎週水曜日、午後１時～２時半
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽受講料　無料
▽持ち物　腰ひも、足袋（靴下も可）、
扇子（貸出用あり）
※当日の申し込みも可。
■問神刀剣桜流剣詩舞剣桜館（佐藤さ
ん、☎携帯090・9637・6377）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【はじめてのパソコン講座】
▽と き　５月 11 日・18 日・25
日の午前 10時～午後３時
※３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　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
【ボランティアサポートスタッフ募
集】
　市民ボランティアによるパソコン
講座（ウィンドウズ、エクセル、ワー
ドなど）を手伝ってくれるボラン
ティアスタッフを募集します。パソ
コン（ソフト）に関する知識があれ
ば、年齢・経験は問いません。
■問４月 23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。

ベテランズセミナー

　椅子に座って無理なくできるヨガ
です。
▽とき　５月11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階大会議室
▽講師　下山明子さん（ヨーガイン
ストラクター）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民

太宰治ドラマリーディング
春の定期公演2017
　津軽カタリストによる臨場感あ
ふれる朗読劇ステージです。
▽とき　４月29日（土・祝）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　太宰治まなびの家（旧藤
田家住宅、御幸町）
▽上演作品　「海」「おしゃれ童子」
「春昼」「やんぬる哉」
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。弘前厚生
学院の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携
帯090・3123・3861）

簡単なフランス語と一緒に
学ぶワイン講座
　フランス語とフランスワインを学
びながらフランス文化に触れる講座
です。
▽とき　４月～９月の毎月第３金曜
日、午後６時半～８時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
※８月以降の開催場所は変更する場
合があります。
▽講師　新岡將光さん（日本ソムリ
エ協会公認シニアソムリエ）
▽対象　20歳以上＝ 12人
▽受講料　各回 5,000 円（テキス
ト代・ワイン代を含む）
※車での来場は不可。
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＝30人程度（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　動きやすい服装、タオル、
飲み物
■問５月８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。

大人のための英会話・
韓国語入門講座
　基本的なあいさつから買い物や道
案内、簡単な会話まで、外国人講師
とともに楽しく学びます。
▽とき　５月 12日～６月 30日の
毎週金曜日、英会話＝午後６時～７
時／韓国語＝午後７時半～８時半
（全８回）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室Ｃ
▽定員　各15人（先着順）
▽受講料　6,000円（全８回）
※別途テキスト代がかかります。
■問４月 18 日から、国際文化交流
協会（前田さん、☎携帯 090・
6489・2803、平日の午前 10 時
～午後６時）へ。

手話奉仕員養成講座（基礎編）

▽とき　５月 18 日～ 11 月 16 日
の毎週木曜日（８月３日を除く）、
午後７時～８時半（計26回）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽対象　平成 28年度手話奉仕員養
成講座（入門編）の修了者および過
去に手話奉仕員養成講座を受講した
人で、手話で日常会話ができ、事前
の面接で入門編修了者と同等の技術
を身につけていると認められる 18

歳以上の人＝20人程度
▽受講料　無料（別途テキスト代
3,240円が必要）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・年齢・職
業・手話学習歴・電話番号・ファク
ス番号を記入し、５月２日（必着）
までに、身体障害者福祉センター
（〒 036・8057、八幡町１丁目９
の17）へ。
※事前面接の会場・時間などの詳細
は返信用はがきで通知します。
■問身体障害者福祉センター（☎
36・4521）

東北女子大学公開講座

▽とき　５月13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また
は一般＝40人
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選で決定します。
▽受講料　１組500円
■問 弘前丸魚（☎ 27・2345、■Ｈ
http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html）

弘前市子どもの祭典
実行委員募集
　11月３日（文化の日）に開催さ
れる「弘前市子どもの祭典」の企画
や運営をしてみたいという中学生と
高校生を募集します。

　イベントづくりに興味のある人、
ほかの学校の人と友達になりたい人
など、たくさんの応募をお待ちして
います。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽内容　
①企画会議（舞台発表の演目や体験
コーナーのブースなどを決めていき
ます。最初の会議は５月下旬を予定）
②祭典当日（11月３日）の運営
▽対象　市内の中学・高校生＝ 30
人程度　
■問５月 10日までに、電話かファク
スまたはＥメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者名を記入）で、弘前市
子どもの活動支援会（中央公民館内、
☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

重点３分野強化コーディ
ネーター活用事業者募集
　重点３分野（食産業、精密・医療
産業、アパレル産業）の振興を図る
ため、経営改善、新製品・新技術開
発、新事業展開および販路拡大等に
取り組もうとする「ものづくり中小
企業」を対象に、無料で専門家を派
遣し、アドバイス支援を行います。
▽派遣日　５月 17 日・18 日、７
月 11日・12日、９月 12日・13日、
11 月 14 日・15 日、１月 16 日・
17日、２月 13日・14日
▽重点３分野強化コーディネー
ター　箭内武さん（YANAI 総合研
究所代表取締役社長）
※派遣時間は応相談。
■問産業育成課（旧上下水道部庁舎２
階、☎32・8106）

 教室・講座
 

 

ひろさき応援寄附金感謝状贈呈式

　３月 30日、平成 28年度ひろさき応援寄附金（ふるさと納税）へ 10
万円以上寄附していただいた法人の皆さんへ感謝状を贈呈しました。平成
28年度に寄附をいただいた法人は下記のとおりです。
南建設、弘都電気、ほか１社（順不同）
　ひろさき応援寄附金（ふるさと納税）では、企業の皆さんからの寄附も
受け付けしています。
■問広聴広報課デザインウィーク担当（☎40・0494）

ＮＥＷＳ

 
　弘前観桜会の 100年の節目を記念し、川中美幸さんの
コンサートを開催します。
▽とき　４月29日（土）、午後１時半開演（午後１時開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽入場料（全席指定、前売り）　Ｓ席＝ 6,500 円／Ａ席
＝5,500円／シニア優待席（65歳以上）＝3,000円（数
量限定、市民会館のみで販売、身分証の提示が必要）
※当日券は500円増し。未就学児入場不可。
▽チケット販売所　市民会館、弘前文化センター、中三弘
前店、さくら野百貨店弘前店、ＥＬＭショッピングセン
ター、ローソンチケット（Ｌコード 21440）
※詳しくは市民会館ホームページをご覧ください。
■問市民会館（☎32・3374、第 3月曜日は休み）

♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦

 その他
  

～市民会館自主事業～

弘前観桜会
100 周年記念コンサート

11ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.４.１５

川中美幸
　　　～津軽さくら物語～

ふるさと納税をしてく
れたすべての人に感謝!!


