
回 実施日 時間

毎週水曜日
年間を通して

19:00～20:50

毎週金曜日
年間を通して

10:30～11:30

1 4月17日 12:30～13:30

2 6月29日 13:00～16:00

3 7月4日 8:30～15:30

4 7月5日 13:30～14:45

5 7月6日 13:30～15:00

6 7月6日 9:30～12:30

7
7月20日
～21日

13:00
～12:00

8 7月20日

9 9月7日 9:00～13:00

10 9月15日 8:00～13:00

11 9月29日 9:00～12:00

12 10月下旬 13:30～14:30

13 10月27日 9:00～12:00

14 11月6日 10:00～12:00

15 11月中旬　 13:30～14:30

16 11月6日 10:00～13:00

17 12月3日 8:30～13:00

18
1月8日
～9日

10:00～13:00

7月2日 14:50～15:50

9月3日 14:50～15:50

11月12日 14:50～15:50

顧問

運営委員長 小田桐忠志 青森県青少年健全育成推進員 清野　哲司 城西地区老人クラブ連合会副会長

副運営委員長 岩見　禎二 下町町会連合会幹事 木村　留次郎 城西地区老人クラブ顧問

石田　清彦 城西地区民生児童委員協議会副会長 防犯協会下町支部支部長

對馬　健一 下町地区青少年育成委員会会長 防犯協会下町支部副支部長

木村　誠二 城西体育協会会長 防犯協会下町支部副支部長

澁谷　哲司 城西小学校父母と教師の会会長 城西地区民生児童委員協議会会長

運営委員 佐藤　信隆 城西地区社会福祉協議会会長 城西体育協会副会長

渋川　尚文 城西地区社会福祉協議会副会長 城西体育協会副会長

泉谷　三男 城西地区社会福祉協議会副会長 下町地区青少年育成委員会副会長

宮形　博昭 城西地区社会福祉協議会会計 下町地区青少年育成委員会副会長

秋元　康孝 城西小学校父母と教師の会副会長 城西地区食生活改善推進員

福士　幹規 城西小学校父母と教師の会副会長 城西地区健康づくりサポーター協議会会長

高木　稔 第二中学校父母と教師の会会長 城西地区健康づくりサポーター協議会副会長

白澤　直衛 下町町会連合会会長 城西小学校学校体育施設開放委員会

下町町会連合会交通安全部長 對馬　学 弘前市スポーツ推進委員

奈良岡　智範 下町町会連合会少年補導部長 弘前市子育て支援員

福眞　猛 下町町会連合会少年補導部副部長 三上　真太郎 弘前市少年教育指導員

大嶋　笑子 下町婦人会会長 城西小学校とうちゃんＺ会長

小山内　礼子 下町婦人会副会長 学識経験者

小村　幸子 下町婦人会副会長

熊谷　信男 城西地区老人クラブ連合会会長

　　　　　　運営委員

　　　　　　事務局

太田　耕正

城西小学校

髙坂　正勝

石岡　治義

藤田　俊彦

大嶋　笑子

工藤　昭範

成田　洋子

　☆見やすいところに貼ってご利用ください☆　　　

令和元年度城西学区ふれあい講座のご案内

（１）主　催　　下町町会連合会、弘前市立中央公民館

講師

健幸増進リーダー 勤労青少年ホーム

内容

いつまでも歩こう
自分でできる体力づくり体操

三上　智範

城西小学校長・第二中学校長・各町会長

生田　鉄美

川村　健一

熊谷　信男

逢坂　光範

中村　正彦

健康と地域の交流
・情報交換

初心者の「社交ダンス教室」
　初歩的な社交ダンスの解説と実技

日本ダンススポーツ
連盟青森県会長

片桐圭司
勤労青少年ホーム

　下町町会連合会
　　　　　少年補導部

城西小学校

会場

勤労青少年ホーム
　城西地区
　　　社会福祉協議会

　城西小学校PTA

（２）主　管　　城西学区ふれあい講座運営委員会

（３）対　象　　弘前市立城西小学校学区内にお住まいの皆さん

（４）参加料　　無料（ただし、材料費等は自己負担になる場合もあります）

　※日程および内容については、都合により一部変更する場合もあります。

講座名 担当機関・団体

　下町婦人会
　下町保健衛生委員会健康体操

教養講座 弘前市消防本部救急救命講習会

子ども安全安心教室
子どもと地域の大人たちとの

顔合せと防犯意識の高揚
子ども安全サポート 城西小学校 　城西小学校

教養講座
津軽の歴史散歩

「津軽の黎明、維新前夜の弘前藩」

青森県文化財保護技

術協会理事長

今井　二三夫さん

地域安全マップづくり 安全な場所・危険な場所を確かめよう 子ども安全サポート 城西学区内 　子ども安全サポート

健康講座（運動編） 　いつまでも元気で歩こう 健幸増進リーダー 勤労青少年ホーム
　下町地区
   健康づくりサポーター

地域ふれあいデーⅠ 子どもたちと一緒におやつづくり
食生活改善

推進員
城西小学校

　城西地区食生活
　　　　改善推進員会

子ども会合同キャンプ
キャンプを通じて仲間づくり
と野外での体験活動を行う

地区青少年育成委員 百沢桜林公園
　下町地区
　　　青少年育成委員会

　城西小学校PTA
　健康づくりサポーター

地域ふれあいデーⅤ もちつきと昔の遊び
城西小学校PTA

とうちゃんZ
地区老人クラブの皆さん

城西小学校
　城西小学校PTA
　城西地区老人クラブ連合会
　城西地区社会福祉協議会

地域ふれあいデーⅡ 子ども達と楽しい料理教室
食生活改善

推進員
城西小学校

　城西地区食生活
　　　　改善推進員会

学区民親睦大運動会
楽しいプログラムによる

健康増進と親睦
城西体育協会

の皆さん
城西小学校 　城西体育協会

料理教室
家庭科・手芸クラブでの

料理づくり体験
食生活改善

推進員
城西小学校

　城西地区食生活
　　　　改善推進員会
　城西小学校

健康料理教室 健康のための食育講座と料理教室
保健センター栄養士

東北女子大 勤労青少年ホーム
　下町婦人会
　下町保健衛生委員会

地域ふれあいデーⅣ 富士見保育所 　ふれあい講座運営委員会

料理実習
郷土料理

けの汁づくりを学び伝える
食生活改善

推進員
城西小学校

　下町地区健康づくりサポー
ター協議会、城西小学校、城
西地区食生活改善推進員会

中学生のキャリア教育体験と保育園児との交流

教養講座 虐待とは何かを考える 弘前市こども家庭課 勤労青少年ホーム 　地区民生児童委員会

体験教室 地区青少年育成委員

教養講座 なつかしい下町の歴史・文化を語る
元小学校長

岩見　禎二
勤労青少年ホーム 　ふれあい講座

移動教室 老人福祉施設見学
管理者

廣田三枝子
グループホーム

うぐいすの里弘前
　城西地区老人クラブ

PTAふれあいバザー
健康づくりイベント

遊んで食べて「まつりだよ」
血管年齢・血圧・体組成測定

小学校PTAの皆さん
健康づくりサポーター 城西小学校

地域における生涯学習（教育）としての講座を開設することにより、子ども達の健やかな成長と高齢者が生きがいをもって生活できるような思いやり

と活力のあるまちづくりを願うものである。

そのために、城西学区民が集い、講座や話し合い、体験等を通して、市民性と連帯性を培い、ふれあいの場を広げるための諸活動を実施する。

校章は、城を象徴する「しゃちほ

こ」に「西」をいだかせたものである。

この講座のお問合せは

城西学区ふれあい講座運営委員長 小田桐 忠志（℡３４－０７９０）、または弘前市立中央公民館（℡３３－６５６１）まで、お気軽にどうぞ


