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弘前観桜会 100 周年記念

▽とき　４月 22 日（日）、午後
２時開演（開場は午後1時半～）
▽ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▽内容　小川有紀子さん主宰のハ
ナミズキ室内合奏団による演奏会
です（当市出身のオーボエ奏者・
西沢澄博さんも出演します）
※入場券を購入した中学・高校生
向けの無料レッスンも開催しま
す。申し込み多数の場合、抽選で
決定。
▽入場料　一般＝ 3,000 円／高
校生以下＝2,000円
※未就学児童入場不可。
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▽入場券発売開始　１月 12 日
（金）の午前10時～
▽入場券取扱場所　市民会館、弘
前文化センター、さくら野百貨店
弘前店、エルムショッピングセン
ター、ローソンチケット（Lコー
ド：22019）
■問い合わせ先　市民会館（☎
32・3374、第３月曜日は休み）

ハナミズキ室内合奏団コンサート
～小川有紀子とその仲間たち～

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

球環境防災学科講師）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問岩木山を考える会（小堀さん、
☎ 87・1910 ／竹浪さん、☎携帯
070・6952・2614）

東北女子大学公開講座

▽とき　１月27日（土）
　　　　午前10時半～正午
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「本と心を読む楽しさ～星
の王子さま27の秘密～」
▽対象　中学生以上
※事前の申し込み無しでも、参加で
きます。
▽受講料　無料
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

雪崩講習会

▽とき　１月28日（日）
　　　　午前９時～午後３時
▽ところ　講習会…百沢スキー場
（百沢字東岩木山）レストハウス彩
／実技…百沢スキー場駐車場付近
▽講師　清野嘉樹さん（弘前勤労者
山岳会会長）

▽定員　20人程度
▽受講料　500円（当日徴収）
▽持ち物　昼食、筆記用具、屋外で
活動できる服装、ビーコン（無料貸
し出しあり）
※事前の申し込みが必要。
■問弘前勤労者山岳会（竹内さん、☎
携帯 090・7074・3979、午後６
時～８時、■Ｅ kndrm915@yahoo.
co.jp）

初心者陶芸教室

▽とき　２月３日・17 日・28 日
の午前 9時半～正午
▽ところ　サンライフ弘前（豊田1
丁目）
▽内容　初歩的な陶芸の解説と実技
▽定員　10人（先着順）
▽参加料　650 円（材料費、保険
料を含む）
▽持ち物　ふきん１～２枚、汚れて
も良い服装、エプロン
■問１月 31日までに、サンライフ弘
前（☎27・2811）へ。

現代セミナーひろさき

【ここが凄い！北海道・北東北の縄
文遺跡群】
▽とき　２月３日（土）
　　　　午後２時～３時半

雪山を歩こう！
スノーシューウオーキング
▽とき　１月～３月の毎週木曜日、
午前10時 15分～ 11時 45分
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）周辺
▽定員　20人
▽参加料　200 円（スノーシュー
使用料、傷害保険料を含む）
▽その他　弘前駅前・市立観光館前
より無料シャトルバスを利用できま
す。詳しくは問い合わせを。
■問各実施日の２日前までに、岩木山
総合公園（☎ 83・2311、■Ｆ 83・
2635）へ。
※２月８日・15 日、３月１日は、
特別プログラムを実施します（内容
や場所などは問い合わせを）。参加
希望者は実施７日前までに申し込み
ください。

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　１月20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　「つらい時こそ音楽と心
利楽（心理学）～キーワードは“楽”
お話しとミニミニコンサート～」
▽講師　鳴海敏之さん（みちのくエ
ンカレッジの会代表）
▽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）

岩木山の噴火のおはなし

▽とき　１月27日（土）
   　　　午後１時半～３時半
▽ところ　緑の相談所（下白銀町、
弘前公園内）集会室
▽内容　岩木山の噴火の歴史と今後
の見通し、万一噴火したときに岩木
山の植生に想定される事項など
▽講師　佐々木実さん（弘前大学地

▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽内容　講義「縄文遺跡群を世界文
化遺産に」「登録までとその後の展
望」…講師・中澤寛将さん（県世界
文化遺産登録推進室）
▽対象　市民＝30人（先着順）
▽参加料　無料
■問２月２日までに、電話かファク
スまたは E メール（氏名、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。

第２回弘前市民・少年少女
スキー教室
▽とき　２月３日・４日の午前 10
時～午後３時（受け付けは午前９時
～）
▽ところ　大鰐温泉スキー場国際エ
リア（大鰐町虹貝字清川）
※現地集合・現地解散。受付場所は
雨池スキーコミュニティセンター２
階。
▽講師　ＳＡＪ全日本スキー連盟公
認指導員（弘前スキー倶楽部所属）
▽対象　小学生以上の市民（初心者
からエキスパートまで）
▽参加料（全２回）　3,000 円（傷
害保険料を含む。当日徴収）
▽申し込み方法　１月 16 日～ 29
日に、弘前市体育協会（下白銀町、
笹森記念体育館内）、タケダスポー
ツ弘前バイパス店（城東北４丁目）
またはスーパースポーツゼビオ弘前
高田店へ。
▽その他　スキー用具・リフト券な
どは各自で準備を。
■問弘前スキー倶楽部事務局（☎携帯
080・4519・2611）

バレンタインデー
お菓子作り教室
▽とき　２月９日（金）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽内容　バレンタ
インデー向けお菓
子作り（チョコ風
味のロールケー
キ）

※持ち帰り可。
▽対象　市内に勤務しているか住ん
でいる人でおおむね 35歳以上の人
＝10人（先着順）
▽参加料　1,000 円（材料代とし
て）
▽持ち物　エプロン・三角巾・ふき
ん・筆記用具
▽その他　締切日以降にキャンセル
した場合、参加料の返金はできませ
んのでご注意ください。
■問１月 31 日までに、勤労青少年
ホーム（☎34・4361）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【インターネット講座】
▽とき　２月 15 日・22 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　インターネットの利用方法
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、昼食
■問１月 28日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800）
へ。

こぎんdeおしゃれ
エコのれん作り教室
　伝統工芸のこぎん刺しと、使わな
くなった布やボタンなどでオリジナ
ルエコのれんを作ります。
▽とき　こぎん作り＝２月 17日の
午前９時半～正午／のれん作り＝２
月24日の午前９時半～正午
※２日間で１セットの講座です。
▽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　佐藤陽子さん（佐藤陽子こ
ぎん展示館）
▽対象　両日参加できる小学校５年
生以上の人＝ 20組（小学生の参加
は保護者の同伴が必要）
▽参加料　無料
▽申込受付開始　２月４日の午前９
時～
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36･3388、午前９時～午後
４時、月曜日は休み、月曜日が祝日
の場合は翌日が休み）

 教室・講座
 

　 
【スマートフォン向けアプリ『あおもりナビ』
を活用しませんか】
　公共交通を使いたい時、どのバスや電車に乗
ればいいか分からないという疑問を簡単に解決
してくれる青森県観光・交通案内ナビゲーショ
ンアプリ『あおもりナビ』を紹介します。

■問い合わせ先　都市政策
課交通政策推進室（☎ 35・
1124）

公共交通
利用の
ススメ②
　『あおもりナビ』は、バスと電車を組み合わせたルート検索、乗り換
え情報、所要時間、料金などの交通案内だけでなく、イベント情報や施
設情報も調べることができます。画面の地図上で経路が分かり、簡単に
操作できますので、ぜひお試しください。

あおもりナビ 検索

【ダウンロード方法】

⇒
または、下記のQRコードを読み取ってください。

iPhone 用
QRコード

Android 用
QRコード

App Store またはGoogle Play で


