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　子どもたちが市民として自ら
まちをつくる「こどものまちミ
ニひろさき vol.7」を３月 25
日㈯・26日㈰に開催します。
こどもスタッフは、こどものま
ちミニひろさきについて考え、
まちをつくるスタッフです。「こ
どもスタッフ会議」で、まちの
みんなが楽しく過ごすアイデア
を出しあって準備します。
▼とき　１月７日・21日、２月
４日・18日、３月４日・18日、
４月１日（いずれも土曜日）、午
後１時30分～３時30分
▼集合場所と時間　弘前大学文
京キャンパス（文京町）正門に
午後１時20分集合
▼対象　小学校４～６年生
▼参加料　無料（ただし、こど
ものまち当日の参加料 200 円
がかかります）
▼申し込み方法　12 月19日
（月・消印有効）までに、はがき
（氏名〈ふりがな〉・学年・住所・
連絡先を記入）で申し込みを。
■■問問こどものまちミニひろさき実
行委員会（〒036-8560、文京
町１、弘前大学教育学部深作研
究室内、☎39-3147、■■ＥＥ taku
rou@hirosaki-u.ac.jp）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１%システム採択事業。

　「スタインウェイD-274」と
「スタインウェイメモリアル」の
２台のピアノを、コンサートと
同様の照明の中、大ホールのス
テージで弾いてみませんか。
▼とき　１月 12日㈭～15日
㈰の①午前９時～ 10 時、②
午前10時30分～11時30分、
③正午～午後１時、④午後１時

こどもスタッフ募集

スタインウェイを
弾いてみよう！

30 分～２時 30 分、⑤午後３
時～４時
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▼定員　各日５組（先着順／１
組５人まで）
※事前の予約が必要／高校生以
下は保護者かピアノ講師の立ち
会いが必要。
▼参加料　30 分 =3,000 円、
60分=5,000 円
※録音希望者（CD-R のみ）
は別途 1,000 円が必要／予約
の承認を受けた人は別途申込用
紙の提出を（申込用紙の入手方
法は予約時にお知らせします）。
■■問問 12月13日㈫の午前10時以
降に、市民会館（☎32-3374、
午前10時～午後４時）へ。

▼とき　１月 21日㈯、
午後５時～５時 40 分
（開場は午後４時30分）
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼出演　サクソフォングループ
「Sound Shakers」
▼定員　25人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
■■問問 12月５日㈪の午前９時30
分以降に、弘前図書館（☎32-
3794、窓口でも申し込み可）へ。

▼入場できる施設　洋館（大正
浪漫喫茶室、藤田謙一資料室、
会議室）、匠館（クラフト展、
和カフェ）、高台部庭園
▼入園料　無料（会議室は有料）
※駐車場はありません。近隣の
有料駐車場等のご利用を。
■■問問藤田記念庭園(上白銀町、☎

弘前図書館　新春
サクソフォンコンサート

藤田記念庭園は３月 31 日
まで毎日開園します

37-5525、午前9時～午後5時）

教室・講座

【温泉のススメ～知って楽しむ
弘前・津軽の温泉～】
▼とき　12 月 10 日㈯、午後
１時30分～２時 30分
▼講師　鎌田祥史さん（温泉ソ
ムリエマスター）
▼定員　16人（先着順）
▼申込期限　12月９日㈮
【はじめてのピラティス】
▼とき　12 月 17 日㈯、午後
２時～午後３時30分
▼ 講 師　 木 村 友 美 さ ん
（TOMOMIピラティススタジオ）
▼定員　12人（先着順）
▼申込期限　12月 16日㈮
～共通事項～
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼参加料　無料
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）

▼とき　①・②＝ 12月 10 日
㈯、午前 10時 30分～正午／
③＝ 12 月 17 日㈯、午前 10
時～正午／④・⑤＝ 12 月 17
日㈯午後１時～３時
▼ところ　柴田学園大学（清原
１丁目）
▼講座名と講師　①「親子で一
緒に楽しめるおもちゃ作り～ス
ノードームを作ろう！～」…吉
田裕美子さん（こども発達学科
講師）／②「ロボットを動かそ
う＆科学あそび」…花田裕さん
（同学科准教授）／③「避難所
運営ゲーム（HUG）をやって

交流・活躍の場創出事業

柴田学園大学こども発達学科
わくわくカレッジ

みよう！」…福士章子さん（同
学科講師）／④「歌、ピアノ、
弾き歌いを楽しもう！」…一戸
智之さん（同学科教授）、諏訪
才子さん（同学科講師）／⑤
「SDGs をテーマに楽しい夢の
版画を作ろう！～将来の夢につ
ながる自由自在なドリームマッ
プの世界を描こう～」…岩井康
賴さん（同学科教授）
▼対象　①親子＝20組、②小
学生以上＝10人、③中学生・高
校生＝20人、④小学生～高校
生（保護者の参加も可）＝10人、
⑤小学生以上（保護者の参加も
可）＝20人（いずれも先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　電話またはE
メール（希望講座名・氏名・電
話番号・参加人数・子どもの場
合は年齢を記入）で申し込みを。
■■問問柴田学園大学地域資源活用研
究センター（☎33-2289、■■ＥＥ
univ_t-shigen@shibata.ac.jp）

大学教員からの話題提供や資
料を使った、地域づくり活動に
役立つ全10回の講座です。
◎第５回　『ナマコの眼』で地
域をみつめる
▼とき　12 月 14日㈬、午後
６時30分～８時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
※会場でパブリックビューイン
グを開催するほか、Zoom に
よるオンライン形式でも開催。
▼講師　松井歩さん（弘前大学
人文社会科学部助教）
▼対象　市民および近隣に住む
高校生以上＝15人（会場）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼その他　６回以上参加した人
に修了証を交付／オンライン参
加希望者は各自 Zoomアプリ

地域未来創生塾＠中央公民館

入）で申し込みを。
※託児も可。12月９日㈮まで
に申し込みを。
■■問問 企 画 課（ ☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

　雪燈籠用のねぷた絵を製作し
ませんか。
▼とき　12 月 25 日㈰、午前
10時～午後３時
▼ところ　市立観光館（下白銀
町）多目的ホール
▼講師　津軽錦絵作家協会会員
▼対象　小学生以上＝ 20 人
（先着順）
▼受講料　無料
▼持ち物　消しゴム
■■問問 12月10日㈯～20日㈫に、
市立観光館（☎37-5501）へ。

弘前ねぷた300年祭記念
ねぷた絵描き方講習会

（無料）のダウンロードを。
　詳細は弘前大学ホームページ
（https://human.hirosaki-u.
ac.jp/irrc/）でご確認ください。
■■問問弘前大学人文社会科学部地域
未来創生センター（☎39-3198）
／中央公民館（☎ 33-6561、
火曜日は休み）

▼とき　12月15日㈭、
午前10時～11時
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　いつまでも元気でいよ
う！今から始める介護予防運動
▼講師　介護福祉課職員
▼対象　おおむね 60歳以上の
市民＝40人程度（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　12 月 12 日
㈪までに、電話、ファクスま
たはEメール（住所〈町名まで〉・
氏名〈ふりがな〉・年齢・電話
番号を記入）で申し込みを。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は
休み）

　クリスマスにも使える
パーティー向け料理教室です。
▼とき　12 月 17 日㈯、午後
２時～４時
▼ところ　東部公民館（末広４
丁目、総合学習センター内）調
理実習室
▼講師　食生活改善推進員会
▼対象　主に 60歳未満の働き
盛り世代の男性＝12人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　12 月 12 日
㈪までに、電話または Eメー
ル（氏名・年齢・電話番号を記

ベテランズセミナー

働き盛り世代の男性向け
家事力アップ講座
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316

サクソフォンコンサート

　クリスマスにも使える

働き盛り世代の男性向け
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※  12 月 31 日㈯、こども絵本の
森の開館は午後３時までです。
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