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　Zoom によるオンライン形
式で開催します。
▼とき　12月 12日（日）
　　　　午後１時～３時
▼内容と講師　「がんゲノム医
療の“いろは”」…講師＝斎藤
絢介さん（弘前大学大学院医学
研究科腫瘍内科学講座助手）／
「がん温熱療法」… 講師＝青木
昌彦さん（同大学院同研究科放
射線腫瘍学講座教授）
▼定員　500人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　11月 16日
（火）から、弘前大学医学部
附属病院腫瘍センターホーム
ページ（https://hirosaki-u-
cancer-center.com/hirodai-
m e d / c a n c e r - c e n t e r /

弘大病院がん診療
市民公開講座

archives/811）
に掲載している申
し込みフォームま
たはＱＲコードか
ら申し込みを。
■■問問弘前大学医学部附属病院がん
相談支援センター（高谷さん、
☎39-5174）

【心臓病を予防しよう！～心臓
病を予防する日常生活のポイン
トや食事・運動などについての
お話です～】
▼とき　12月 15
日（水）、午後１
時 30 分 ～ ３ 時
30分
▼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）
▼対象　市民＝20人（先着順）

家庭でできる看護ケア教室

※動きやすい服装で参加を。
▼参加料　無料
■■問問 11 月 16 日（火）～ 12 月
10 日（金）に、弘前大学医
学部附属病院総合患者支援セ
ンター（久保さん、☎ 39-
5337）へ申し込みを。

　不要になったわ
らや竹、畳表など
を再利用してミニ
門松を制作します。
▼とき　12 月 18
日（土）、午前９時 30 分～午
後３時
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼講師　尾崎行雄さん
▼定員　10人（１人１基）
※家族での参加は１家族１基の
制作／小学生は保護者同伴。

ミニ門松作り教室

▼参加料　無料
▼持ち物　昼食、飲み物
※作業がしやすく、汚れてもい
い服装で参加を。
▼申し込み方法　12 月２日
（木・必着）までに、往復はが
きに教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入の上、郵送して
ください。
※往復はがき１枚につき２人ま
で応募できます。応募多数の場
合は抽選で決定し、12月９日
（木）までに結果をお知らせし
ます。詳細はプラ
ザ棟ホームページ
（QRコード）をご
覧ください。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（〒 036-8314、町田
字筒井６の２、☎ 36-3388、
受け付けは午前９時～午後４
時、月曜日は休み）

▼とき　12月 22日（水）、午
前９時30分～午後０時30分
▼ところ　清水
交流センター
（大開２丁目）
調理実習室
▼内容　ごまごはん、かすべの
とも和え、大根のニシン漬け、
紅鮭と竹の子のすし、長いもの
おとし汁の調理実習
※料理は持ち帰り、自宅で楽し
みます。
▼定員　15人程度
▼参加料　2,000円（当日徴収）
▼持ち物　エプロン、三角巾、
マスク、持ち帰り用の容器
▼申し込み方法　往復はがき
の「往信用」の裏面に住所・氏
名・年代・電話番号を、「返信
用」の表面に住所・氏名を記入
し、11 月 24 日（水・消印有
効）までに、弘前地区生活改善

“津軽の味っこ”伝承料理
講習会

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 29 日（月）
以降に通知します。
■■問問中南地域県民局地域農林水産
部農業普及振興室（白取さん、
☎33-4821）

スポーツ

▼とき　12 月６日・13 日・
20 日、令和４年１月 17 日・
24日・31日（いずれも月曜日）
の午前10時～ 11時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）
▼内容　水中
運動、水中ウ
オ ー キ ン グ、
簡単な筋トレ
など
▼対象　市民＝30人程度
▼参加料　無料
▼持ち物　水着、水泳帽、バス
タオル
▼申し込み方法　11 月 27 日
（土・必着）までに、往復はが
き（※）で河西体育センターへ。
（※）…住所・氏名（ふりがな）・
年齢（生年月日）・電話番号・
保護者氏名（参加者が未成年の
場合）・教室名の記入を。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。
▼その他 飲み物を持参し、運
動のできる服装で参加を。各自
傷害保険に加入を。詳しくはお
問い合わせください。
■■問問河西体育センター（〒 036-
8316、石渡１丁目 19 の１、
☎ 38-3200）

プールで体力づくり教室

▼とき　12 月 24 日（金）、①午前
10時～ 11時 30分、②午後１時 30
分～３時
▼ところ　藤崎町文化センター（藤崎
町西豊田１丁目）３階多目的ホール
▼講師　藤田久美子さん
▼対象　弘前市、黒石市、平川市、藤
崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西
目屋村に在住の小学校４年生～６年生
＝各回20人

▼参加料　１人に
つき1,100円
▼申し込み方法
12 月６日（月・
消印有効）までに、
はがきまたはＥ

クリスマスミニリース＆
ミニツリーの製作体験教室

メール（郵便番号・住所・参加者氏名
〈ふりがな〉・学年・年齢・希望時間〈①
か②〉・保護者氏名〈ふりがな〉・電話
番号を記入）で申し込みを。
※１回の応募で２人まで申し込みでき
ます／応募者多数の場合は抽選を行
い、結果を 12月 13日（月）に通知
します／会場内の密集を避けるため、
同伴者は入場できませんのでご了承く
ださい／体験教室実施日の２週間前頃
から検温をお願いします。
■■問問津軽広域連合（〒 036-8003、駅
前町９の 20、ヒロロ３階、クリス
マスミニリース＆ミニツリー製作体
験 係、 ☎ 31-1201、 ■■ＥＥ rengou@
tsugarukoiki.jp）

休日在宅当番

▼診療時間　内科…午前９時～
正午／耳鼻いんこう科・眼科、
歯科…午前10時～午後４時

内　科
12／5 五日市内科医院

（植田町）
☎35-4666

12 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

19 佐藤内科小児科取
上医院（取上２）

☎33-1191

26 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
12／12 伊藤眼科

（南大町２）
☎36-6105

26 さとう耳鼻咽喉科
医院（田園４）

☎27-8733

31 めとき眼科クリニ
ック（北横町）

☎40-0691

あべ耳鼻咽喉科
（宮川１）

☎26-6116

歯　科
12／5 なかむら歯科医院

（末広４）
☎26-0388

12 佐藤歯科医院
（大浦町）

☎36-0412

19 中川歯科医院
（松森町）

☎32-2188

26 第一歯科クリニ
ック（城東中央３）

☎27-7706

31 ふじた歯科医院
（石渡４）

☎37-3118

中畑歯科診療所
（山道町）

☎32-6650

◎予定が変更となる場合があります
ので、受診する際は事前に弘前市医
師会・弘前歯科医師会ホームページ
や休日在宅当番医に電話でご確認く
ださい。
◎上記のほか市急患診療所（野田2
丁目、☎34-1131）において、内科・
外科・小児科の診療を行っています。
①休日…午前10時～午後 4時
②夜間…午後7時～ 10時 30分
※夜間は内科と小児科のみ診療。
◎休日当番の割り当てがない日や急
患診療所の受付時間外は、医療機関
紹介電話（☎ 32-3999）へお電話
ください。

冬休みに
作るのじゃ♪


