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　年齢を重ねても、いつまでも美味しく安全に食べ
て、楽しい生活が続けられるように、口の仕組みや
働きを低下させない方法について学んでみません
か。

●日時　３月３日（木）午後１時 30 分～３時 30 分
●場所　市役所　４階大会議室
●講師　下條勝彦さん（市歯科医師会副会長）
●演題　いつまでも美味しく食べるために
　　　　～口腔ケアでいきいき～
●入場料　無料
●申し込み　不要
●その他　当日は歯科衛生士による相談コーナーも
設けます。ぜひ利用ください。

問 介護保険課介護予防担当
 　 71・2474　 71・2503

映画上映会「アオギリにたくして」 介護予防講演会
～いきいき長寿はお口の健康から～

　アオギリの語り部と呼ばれ、広島平和記念公園の
被爆アオギリの木の下でたくさんの人々に自らの被
爆体験を語ってきた故沼田鈴子さんをモデルに、被
爆者の思いを伝えるために製作された映画「アオギ
リにたくして」の上映会を開催します。

●日時　３月 12 日（土）午後６時 30 分～
●場所　穂高交流学習センター「みらい」
　　　　多目的ホール
●入場料　無料
●申し込み　不要（定員 200 人）

　映画のタイトルになっている被爆アオギリの種子
を育てた「被爆アオギリ二世」の苗木を、昨年 11
月に広島市の松井一實市長とともに市役所へ植樹し
ました。平和への願いが込められたアオギリの物語
をぜひ観賞ください。
問 総務課庶務法規担当　 71・2408　 71・5155

環境にやさしい農業講演会

　市農業再生協議会では、環境にやさしい農業の普
及のため講演会を開催します。当日は、動物生態学
や生物多様性などの研究の傍ら、長年有機農業の研
究を行っている農学博士の藤山さんに講演いただき
ます。農業に興味のある人はぜひ参加ください。

●日時　２月 25 日（木）
　　　　午後１時 30 分～３時 30 分
●場所　市役所　４階大会議室西
●講師　藤山静雄さん
　　　　（農学博士 ･元信州大学理学部教授）
●参加費　無料
●申し込み　不要

問 農政課生産振興担当
　 71・2428　 71・2507

豊科農産物加工交流センター
味噌づくり体験教室

　安曇野産の大豆とコシヒカリで作った麴 (こうじ )
を使い手作りの味噌を仕込んでみませんか。

●日時　３月 12 日（土）午後０時 30 分～４時
　　　　　　 13 日（日）午前９時～午後４時
　　　　　　 14 日（月）午前９時～ 11 時
●場所　豊科農産物加工交流センター
●定員　15 人（先着順）
●対象　市内在住で３日間続けて参加できる人
　　　　（未経験者）
●参加費　持ち帰りの味噌 10㌔当たり約 2500 円（最
終日に集金）※持ち帰りは味噌約 20㌔まで
●持ち物　エプロン、三角きん、マスク、味噌持ち
帰り用段ボール箱、昼食（13 日のみ）、作業しや
すい服装
●申し込み　２月 22 日（月）・23 日（火）・24 日（水）
の各日午前９時～正午に豊科農産物加工交流セン
ターへ電話（ 73・9550）で申し込みください。
問 農政課マーケティング担当
　 71・2430　 71・2507

名称 内容 日時・場所 定員・費用 申し込み・問い合わせ

あづみ野ロー
タリークラブ
創立 30 周年
記念講演会

創立 30 周年を記念して、
太田淳さん（奈良先端科
学技術大学教授）に「こ
の世から目の不自由な人が
いなくなる？」～ここまで
進んだ人工の目～と題して
講演していただきます。

日：２月 27日（土）
　　午後２時～
場：豊科交流学習センター
「きぼう」

定：なし
費：無料

申：不要
問：あづみ野ロータリーク
ラブ（ 73・2901　
72・3181）

第２回松本短
期大学
公開講座「地
域で支え合え
る終活・遺さ
れた人たちへ
のケア」

それぞれの分野で活動し
ている５人の専門家を招
き、最後までその人らし
く生きていくことについ
て、地域の皆さんと一緒
に考えます。

日：２月 27日（土）
　　午後１時 30分～４時
　　（受付 午後１時～）
場：松本短期大学

定：なし
費：無料

申・問：松本短期大学事務
局　丸山さん（ 58・
4417　 58・3643
 m a t s u t a n @
matsumoto.ne.jp）

第 86 回ナイ
ス ハ ー ト バ
ザール in 松本
～障がい者施
設等の製品販
売会～

障がい者福祉施設作業所
では、社会参加と利用者
工賃を得るため自主製品
を製作しています。中信
地区の施設作業所の製品
を一同に集めた展示販売
会です。

日：2月27日（土）・28日（日）
午前 10時～午後５時

※ 28日は午後 4時まで
場：アイシティ 21
　　１階モール中央イベン
ト広場

－ 問：松本圏域障害者総合
相談支援センターある
ぷ油野さん（ 31・
5844　 82・8864）

矯正展（刑務
所作業製品展
示即売等）

刑務所内で作られた日用
品や家具、バーベキュー
コンロなどの展示を通し
て、刑務所に収容されて
いる受刑者の社会復帰に
向けた取り組みを紹介し
ます。

日：３月４日（金）～８日（火）
　　午前 10時～午後４時
場：コープながの安曇野豊
科店

－ 問：松本少年刑務所（
32・3093　 37・
0264）

合同企業説明
会 in 松本

平成 29 年３月に大学・
短大・専修学校等卒業見
込みの学生を対象に合同
企業説明会を開催します。
人事担当者と直接話をす
ることができます。

日：３月 11日（金）
　　午後１時～４時
　　（受付時間：午後０時
30分～）

場：ホテルブエナビスタ

定：なし
費：無料

問：ヤングハローワーク松本
（ 31・8600）

あづみ野ランド
水中健康教室

各コース 45 分、４月か
ら７月まで全 14 回の教
室です。アクアビクスと
ウオ―キングの２つの
コースがあります。

日：▷アクアビクスコース
毎週火曜日　午後３時～（初
回４月５日）毎週金曜日　
午後１時 45分～（初回４月
８日）▷ウオーキングコー
ス毎週火曜日　午後１時 45
分～（初回４月５日）
場：あづみ野ランド

定：各コース 45 人
（継続者含む）

費：2,800円（14回分）
※別途施設使用料が
毎回 600 円（入浴
可能）

申：３月３日（木）午後１
時 30 分からあづみ野
ランドの窓口で申し込
みください。

問：あづみ野ランド（ 82・
0256）

日  ＝日時　場  ＝場所　定  ＝定員　対  ＝対象者　費  ＝費用　持  ＝持ち物
申  ＝申し込み　問 ＝問い合わせ
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