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市立博物館の館長講話

【第３回館長の楽
しい歴史講座】
　「弘前城石垣解
体修理」について、
石垣の歴史を紹介
するとともに、発
掘現場を見学しま
す。
▽とき　９月 14 日（日）、午後２
時～３時ころ（雨天決行）
▽集合場所　市立博物館ホール（下
白銀町）
▽講師　博物館および弘前城整備活
用推進室職員
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み　９月８日（月）、午前
８時半から電話で受け付け。
■問問市立博物館（☎35・0700）

食育講習会＆調理実習

【親子で学ぼう！“手作りハンバー
グとテーブルマナー”】
▽とき　9月 20日（土）
　　　　午前10 時～午後０時半
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部（小比内３丁目）生活福祉学科
食育福祉専攻
▽内容　調理実習とテーブルマナー
講習会
▽講師　葛西静男さん（食育福祉専
攻）
▽対象　小・中学生とその保護者＝
12組（先着順）
▽参加料　１人 500 円（教材費と
して）
▽持ち物　エプロン、三角きん（バ
ンダナ可）、手ふき、筆記用具
※子どもは内履きの持参を。
■問問９月 10日までに、弘前医療福祉
大学短期大学部生活福祉学科食育福
祉専攻（葛西さん・三上さん、☎ 
27・1001、■ＦＦ 27・1023）へ。

ソフトボール教室

【少年少女ソフトボール教室】
▽とき　９月 17 日～ 19 日、24
日～ 26日の午後７時～９時
▽対象　市内の小学生
【親子ふれあいソフトボール教室】

▽とき　９月22 日、27 日、28日、
30 日、10 月１日～４日の午後６
時～９時　
▽対象　市内の中学生および父母
～共通事項～
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）主練習場
▽内容　ソフトボールの基本動作と
応用
▽講師　弘前市ソフトボール協会会
員、齋藤春香さん（前ソフトボール
日本代表監督、市文化スポーツ振興
課職員）
▽参加料　無料（弘前市ソフトボー
ル協会にてスポーツ傷害保険に加入
します）
▽持ち物　運動のできる服装、グ
ローブなど
▽申し込み　当日直接会場へ
■問問弘前市ソフトボール協会（須郷さ
ん、☎35・0078）

青森県高次脳機能障害者
リハビリテーション講習会
▽とき　９月 20日（土）の午後１
時半～４時半（受付は午後０時半か
ら）
▽ところ　アピオあおもり（青森市
中央３丁目）２階
▽内容　講演「青森障害者職業セン
ターの支援サービスについて」…講
師・高橋真也さん（青森障害者職業
センター主任障害者職業カウンセ
ラー）／「高次脳機能障害者の社会
参加」…講師・平岡崇さん（川崎医
科大学リハビリテーション医学准教
授）
▽対象　高次脳機能障害を抱える人
とその家族、一般市民＝200人
▽参加料　無料
■問問青森県高次脳機能障害者リハビリ
テーション講習会実行委員会事務局
（弘前脳卒中・リハビリテーション
センター内、小林さん・奈良さん、
☎ 28・8220、■ＦＦ 27・9013、■ＥＥ
info@reimeikyou.jp）

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　９月 23 日・30 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
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　９月７日、午前８
時半から
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます（受付時間は午後５
時まで）。
【ボランティアサポートスタッフ募
集】
　市民ボランティアによるパソコン
講座（ウィンドウズ、エクセル、ワー
ドなど）を手伝ってくれるボラン
ティアスタッフを募集します。パソ
コン（ソフト）に関する知識があれ
ば、年齢・経験は問いません。気軽
にお問い合わせください。
■問問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

弘前学院大学開放講義（後期）

　弘前学院大学では、開かれた大学
づくりの一環として、地域の皆さん
が学生と一緒に通常の講義を受講す
る「開放講義」を実施します。
▽期間　９月 22日～平成 27年２
月３日
▽科目　聖書と文学、社会学B、英
会話ⅠBなど
▽受講料　無料（別途資料代2,500
円が必要）
※詳細はホームページ（http://
www.hirogaku-u.ac.jp）をご覧
になるか、お問い合わせください。  
■問問９月１日～ 12 日に、弘前学院
大学学務課窓口（稔町、☎ 34・
5211）へ。

ニーハオ中国語教室

▽とき　10 月３日～平成 27 年３
月５日（各教室共通…全17回）
▽教室・曜日・時間　
【入門Ａ】①月曜日の午前９時 10

分～／②火曜日の午前 10時 50分
～／③水曜日の午後６時 20分～／
④金曜日の午後７時半～／⑤土曜日
の午後６時～　【入門Ｂ】⑥月曜日
の午前 10時 50分～／⑦土曜日の
午後７時半～　【初級１】⑧火曜日
の午前９時 10 分～　【初級３】⑨
月曜日の午前 10 時 50 分～　【初
級４】⑩土曜日の午後６時～　【準
中級２】⑪土曜日の午後７時半～　
【準中級４】⑫月曜日の午前 10時
～／⑬水曜日の午後６時２０分～
▽ところ　①・⑥・⑨・⑫＝市民参
画センター（元寺町）／②・④・⑧
＝ヒロロ（駅前町）／③・⑬＝西交
流センター（城西４丁目）／⑤・⑦・
⑩・⑪＝南富田体育館（南富田町）
▽講師　孫 zizi（ソンズズ）さんほ
か
▽定員　各教室９人
※申込人数が少ない教室は開催しな
いこともあります。
▽受講料　１万3,000 円
※別途テキスト代として 1,000 円
～ 2,300 円が必要。
■問問ニーハオサークル事務局（松江さ
ん、☎携帯 080・5748・4884、
■ＥＥ motomuma@ybb.ne.jp）

ノルディックウオーキング
体験教室
▽とき　10 月１日～ 11 月 12 日
の毎週水曜日、午前 10時～ 11時
半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）・弘前公園（雨天の
場合は体育館）
▽内容　ポールを使ったウオーミン
グアップ、クーリングダウンスト
レッチ、ノルディックウオーキング
の基礎
▽対象　市民＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　薄手の手袋（軍手も可）、
室内用シューズ（雨天時のみ）、飲
み物
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名・身長・貸出ポール必要の有無
を記入し、９月22日（必着）までに、
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒036・
8057、八幡町１丁目９の１）へ。
※夫婦や友人同士ははがき１枚で応

募可。応募多数の場合は抽選で決定。
■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

行政書士弘前コスモス会
による無料相談会
　相続・遺言を中心とした相談会で
す。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　９月９日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
■問問弘前コスモス会ふたば行政書士事
務所（二葉さん、☎88・8781）

暮らしとこころの
無料法律相談会
▽とき　９月 10 日～ 12 日・16
日
▽ところ　各法律事務所
▽相談内容　多重債務、労働問題、
離婚、ＤＶ、いじめなど、生活や心
の悩みに関する法律相談
※申し込みの際は、「暮らしとここ
ろの相談希望」とお伝えください。
申込受付後、日程調整の上、担当弁
護士の事務所、または電話で相談に
対応します。
■問問９月１日～９日（土・日曜日を除
く）の午前９時～午後５時に、青森
県弁護士会事務局（☎青森 017・
777・7285）へ。

シニアワークプログラム
高年齢者技能講習
　働く意欲のある高年齢者の雇用と
就業機会の確保・促進を目的とした
講習会です。知識や技能を習得した
受講者には、職業相談会などを通じ
て就業を支援します。
▽とき　９月 16日～ 26日、午前
９時～午後５時（予定）
▽ところ　サンライフ弘前（豊田１
丁目）
▽内容　刈払機等振動工具講習
▽対象　就職・就業を希望する 55
歳以上の人＝15人
▽受講料　無料
▽その他　申し込みにはハローワー

クカードが必要です。
■問問９月１日～９日（土 ･日曜日を除
く午前９時～午後４時）に、弘前
市シルバー人材センター（☎ 36・
8828）へ。

夜間・休日納税相談の
ご利用を
　収納課では、日中や平日に納税相
談ができない人のために、夜間・休
日納税相談日を設けています。
▽夜間納税相談　９月 19 日、22
日、24 日～ 26 日の午後５時～７
時半
▽休日納税相談　９月 28日の午前
９時～午後４時
　納期限までに納付できない事情が
ある人は、未納のままにせず、ぜひ
相談においでください。
※特別な理由がなく、納付および連
絡がない場合は、差し押さえ処分を
執行することもあります。
■問問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

成年後見制度研修会・講演会

【市民が互いに支え合う仕組みづく
り～市民後見人の役割～】
　市では、成年後見人に必要な知識
を習得し、地域の認知症などのサ
ポートに当たる人材「市民後見人」
を養成する研修（第２期）を開催し
ます。（詳細は広報８月 15 日号に
掲載済み）
　それに先立ち、成年後見制度や市
民後見人の必要性について知っても
らうため、研修会および講演会を開
催します。
▽とき　９月24日（水）
　　　　午後１時半～５時
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）「桜の間」
▽内容　基調講演…講師・藤本祥平
さん（司法書士・成年後見センター
リーガルサポート会員）／実践報告
（市民後見人受任者・平成 24年度
市民後見人養成研修修了者ほか）
▽定員　50人
▽参加料　無料
■問問９月 19 日までに、弘前市成年
後見支援センター（茂森町、☎
兼 ■ＦＦ 31・0430、 ■ＥＥ hirosaki_
kouken@yahoo.co.jp）へ。
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