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ト考古学者、早稲田大学名誉教授）
▽対象　市民＝150人（先着順）
▽入場料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前医療福祉大学事務部（☎
27・1001、■Ｆ 27・1023）

こどものまち
ミニ ひろさき vol.3
　子どもたちがつくる「まち」で、
お仕事をしてもらったサキ（擬似通
貨）を使ったり、遊んだり、自由に
過ごすことができます。 
▽と き　12 月 23 日・24 日の午
前９時半～午後３時（予定）
▽ところ　弘前大学大学会館（文京
町）
▽対象　小学生＝200人
▽参加料　200円
■問 12月３日までに、はがき（当日
消印有効）かEメール（住所、氏
名〈ふりがな〉、性別、学年、電話
番号を記入）で、（〒036・8560、
文京町１、学生・教員研究会「らぶ
ちる」〈弘前大学深作研究室宛て〉、
■Ｅ kodomonomachi.hirosaki@
gmail.com）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
12月 15 日ごろまでに「入国セッ
ト」を送付します。

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　11月 25日（土）、午前９
時半～ 11時半（受け付けは午前９
時～）
▽ところ　弘前医療福祉大学棟Ⅱ
（小比内３丁目）
▽テーマ　「料理をおいしくするコ
ツ～うま味と香りの活かし方～」
▽受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前医療福祉大学短期大学部公開
講座委員（☎ 27・1001、■Ｆ 27・
1023）

第 15 回津軽健康大学
「市民公開講座」
▽とき　11月 25日（土）
　　　　午後２時～３時半

▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）２階曙の間
▽内容　講演１「献血出前講座」…
講師・柴崎至さん（青森県赤十字血
液センター）、講演２「宇宙医療に
学ぶ健康寿命の秘訣」…講師・大島
博さん（宇宙航空開発機構）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市医師会事務局（☎ 32・
2371）

ミニセミナー

▽とき　12月３日（日）
　　　　午前10時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）第
１小会議室
▽内容　午前 10 時～＝「『弁護士
の仕事』について聞いてみよう！～
離婚・交通事故・刑事事件～」…講
師・鍋嶋正明さん（弁護士）／午前
11時～＝「これも『行政書士の仕事』
です！～公正証書遺言の作り方講座
～」…講師・竹内知弘さん（行政書士）
▽定員　各30人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問ボランティアグループ「らの会」
（三上さん、☎38・1829）

生涯骨太クッキング教室

▽とき　12月５日（火）
　　　　午前10時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階栄養指導室
▽献立　ネギとチーズのきつね卵と
じ、切干大根ミルク煮、だし活減塩
みそ汁、牛乳わらび餅　　　　
▽対象　市民＝15人（先着順）
※託児は先着５組まで。
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、はし
■問 11 月 20 日～ 30 日に、弘前市
保健センター（☎37・3750）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル 2010 入門講座】
▽とき　12月 5日・12日・19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

高校生のための吟行句会

▽とき　12月９日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　市役所（上白銀町）６階
大会議室
▽内容　地元の俳人や参加者と弘前
の街を歩きながら、俳句を作成し、
発表します。
▽講師　桜庭門九さん、大瀬響史さ
ん（弘前俳句連盟）
▽対象　高校生＝30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、ノート、昼食、
雨具（雨天時）、歳時記
※事前の申し込みが必要。
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）

星空観察会 in プラネ

【寒くても見てみたい！冬の星座と
流星群】
▽とき　12月９日（土）、午後６時
～７時半（受け付けは午後５時半～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階プラネタリウム
▽内容　冬の星座の特徴やふたご座
流星群などについての解説。晴天時
には、屋外での星空観察を実施。
▽講師　黒石すばるの会
▽対象　市民＝40人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽その他　弘前文化センターの駐車
場は、最初の１時間を超えると有料
になります。防寒具の持参を。
■問 12 月８日までに、電話、ファク
スまたはＥメール（住所、氏名、年齢、
電話番号を記入）で、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ  chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

弘前医療福祉大学短期大学部
開学 15 周年記念特別講演会
▽とき　12月 16日（土）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前医療福祉大学（小比
内３丁目）体育館
▽テーマ 　「古代エジプト人の人間
力の考え方と現代」
▽講師　吉村作治さん（古代エジプ
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休日在宅当番
▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、
消防本部の救急病院案内専用電話
（☎32・3999）へ問い合わせを。

内　科
12／3 関医院中津軽診療所（賀

田１）
☎82・3006

10 さがらクリニック（桔
梗野１）

☎37・2070

17 場崎クリニック（代官町）☎38・6600
24 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
31 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

耳鼻咽喉科・眼科
12
 ／10

松本眼科（三岳町） ☎31・3211

24 やすはら耳鼻咽喉科（安
原３丁目）

☎88・0087

31 加藤眼科クリニック（田
町５丁目）

☎31・3711

斎藤耳鼻咽喉科医院（城
東２丁目）

☎26・0033

歯　科
12／3 毛内歯科医院（田園４） ☎29・2332
10 清歯科医院（青山５） ☎37・8020
17 梅原歯科医院（土手町）☎32・7330
23 鳴海デンタルクリニッ

ク（城東中央３）
☎26・2301

24 くどう歯科（茂森町） ☎31・0120

31 やまざき歯科医院（大
清水４）

☎39・6666

弘南歯科医院（川先４） ☎26・0888

４丁目）
▽内容　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※エクセル 2010 以外のバージョ
ンを使っている人は操作方法が異な
りますので、ご注意ください。
▽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、USBメモリ、
昼食
■問 11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。

第９回公開高血圧講座

▽とき　12月 9日（土）
　　　　午後2時～ 4時
▽ところ　弘前大学医学部コミュニ
ケーションセンター（本町）２階
▽内容　【第 1 部】＝講演１「脳卒
中にならないための食事とは」…講
師・佐々木都子さん（弘前脳卒中・
リハビリテーションセンター）、講
演２「高血圧の基礎知識」…講師・
長内智宏さん（弘前大学保健学研究
科）、パネルディスカッション／【第
2 部】＝個別指導…講師・保嶋実さ
ん（弘前脳卒中・リハビリテーショ
ンセンター）、長内智宏さん
▽参加料　無料
■問弘前大学保健学研究科（長内さん、
☎39・5245）

高齢者健康トレーニング教室

　６種類のトレーニングマシンを
使った軽い負荷による運動プログラ
ム（40分程度）です。専門のスタッ
フがサポートしますので、健康増進、
介護予防にご利用ください。
▽とき　毎週月曜日～土曜日の①午
前８時 50分～、②午前９時 50分
～、③午前 10時 50分～、④午後
１時40分～、⑤午後２時40分～、
⑥午後３時40分～
▽ところ  ヒロロ（駅前町）３階高
齢者健康トレーニング教室
▽利用期間　平成 30年１月から６
月まで（利用開始から最長６カ月間）
▽対象　65歳以上の市民＝100人
■問 12 月８日（必着）までに、はが

き（住所・氏名・年齢・電話番号・
利用希望曜日と利用希望時間〈第
１希望から第３希望まで〉を記入）
で、健康トレーニング教室（〒 036・
8003、駅前町 9 の 20、☎ 35・
0161）へ。
※ 12月中旬以降、通知を郵送しま
す。応募多数の場合は抽選で決定（新
規利用者を優先）。

パパとじぃじのための
読み聞かせ講習会
　子どもの年齢に応じた絵本の選び
方や読み方の紹介、子どもの発達や
関わり方などについての意見交換な
ど、すぐに家庭で生かせるような実
践的な講習会です。
▽とき　12月 10日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）おはなしコーナー
▽対象　読み聞かせに関心のある男性
※事前の申し込みは不要。
■問こども絵本の森（☎35・0155）

ミニ門松作り教室

　不要になったわらや竹、畳表など
を再利用して制作します。
▽とき　12月 23日（土・祝）
　　　　午前９時半～午後３時
▽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　20組（１人での参加も可。
製作は１家族１基まで。初めて参加
する人を優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食
※作業がしやすく、汚れてもいい服
装でおいでください。
▽申し込み開始　12月 10日～
■問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、月曜日は休み）

「津軽の味っこ」
伝承料理講習会
▽とき　12月 24日（日）
　　　　午前９時半～午後１時半
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　山菜おこわ、だまこ汁、煮

なます、紅鮭と竹の子のすし、漬け
物などの調理実習
▽定員　30人
▽参加料　2,000円（当日徴収）
▽持ち物　三角きん、エプロン
▽申し込み方法　往復はがきの「往
信用」の裏面に住所・氏名・年齢・
電話番号を、「返信用」の表面に住
所・氏名を記入し、11月 25日（当
日消印有効）までに、弘前地区生活
改善グループ連絡協議会会長・清野
優美子さん（〒036・8265、下湯
口字青柳64の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
結果を11月28日以降に通知します。
■問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（小松さん、☎ 33・
4821）


