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ループ「ロシア語講座弘前」および
「古典を読む会」では、一般向けの
講習会を開催します。
【ロシア語講座一般講習会】　
▽とき　11月７日（土）
　　　　午後１時～３時　
▽内容　ロシア語の学習
▽講師　レウタバー・オーリガ・セ
ルゲーブナさん
【古典を読む会一般講習会】
▽とき　11月８日（日）
　　　　午後１時半～２時半
▽内容　古典「徒然草」の音読
▽講師　畠山篤さん（弘前学院大学
教授）
～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター３階視
聴覚室
▽定員　各20人（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具 
■問 11 月６日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

弘前市民健康推進協議会
男性料理教室
▽とき　① 11月９日、② 12月４
日、午前10時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階栄養指導室
▽内容　①糖尿病予防のヘルシー料
理／②野菜たっぷりおもてなし料理
▽対象　市内に在住で、①・②のい
ずれも参加できる男性＝20人
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン､ はし､ 三角き
ん
■問 10 月 20日から、弘前市保健セ
ンター（☎37・3750）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【ワード 2010 入門講座】
▽とき　11月５日・12日・19日
の午前 10時～午後３時
※３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　ワープロソフト（ワード
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得

※ワード 2010 以外のバージョン
を使っている人は操作方法が異なり
ますので、ご注意ください。
▽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（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食、USB
メモリ
▽受け付け開始　10 月 18 日、午
前８時半～
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎ 26・4800）

瑞楽園で庭木を積雪から
守るための雪囲い方法の研修会
▽とき　11月７日（土）
　　　　午前10時～ 11時
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽講師　三浦利吏さん（三浦造園代
表取締役、ものづくりマイスター）
▽定員　20人程度
▽参加料　無料
■問三浦造園（☎95・2246）

フジの庭木剪（せん）定
講習会 in三岳公園
　初心者にも分かりやすく説明し、
実技も行います。
▽とき　11月７日（土）、午前 10
時～（雨天決行）
▽ところ　三岳公園（北園1丁目）
▽参加料　無料
▽持ち物　剪定ばさみ、のこぎり（多
少は主催者側で用意します）
※事前の申し込みが必要。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

脳と体を使って楽しく健康教室

▽と き　11 月 19 日～ 12 月 17
日の毎週木曜日、午前 10 時半～
11時半
▽ところ　金属町体育センター集会
所
▽対象　市民＝10人程度
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　室内用シューズ
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、10 月 31 日（必着）ま
でに金属町体育センター（〒036・

水泳教室

【クロール】
▽とき　11 月６日～ 12 月 11 日
の毎週金曜日、午後１時～２時
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　クロール呼吸練習
▽対象　25 ｍ泳げない市民＝ 10
人
【平泳ぎ】
▽と き　11 月 11 日～ 12 月 16
日の毎週水曜日、午前 10 時～ 11
時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　平泳ぎの基本練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳げない
市民＝15人
～共通事項～
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号を記入し、
10月 29日（必着）までに温水プー
ル石川（〒036・8123、小金崎字
村元125）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問温水プール石川（49・7081）

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　① 11月７日、午前
10時～午後５時＝「管理栄養士国
家試験対策・必勝講座」／② 11月
７日、午前10時半～ 11時半＝「生
活習慣病の改善を考えよう」
▽ところ　①東北女子短期大学（上
瓦ケ町）／②東北女子大学（清原１
丁目）
▽定員　①50人／②定員なし
▽受講料　①柴田学園同窓生＝事
前申し込み 3,000 円、当日受け付
け 4,500 円、一般＝事前申し込み
5,000 円、当日受け付け 7,500 円
／②無料
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、 ■Ｈ http://tojo.
ac.jp）

文化グループ講習会

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
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8245、金属町１の９）へ。
※家族や友人同士での参加の場合
は、はがき 1枚で応募可。応募多
数の場合は抽選で決定。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

東北女子短期大学　
公開講座
▽日 程 と 内 容　① 11 月 28 日、
12 月 12 日の午前 10 時～ 11 時
半、午後１時～２時半＝ＣＧでプリ
ント布地をつくってみませんか／②
11月 28 日の午後１時～２時＝マ
ナー講座／③ 11月 28日の午後２
時 10分～３時 10分＝社会学をの
ぞいてみよう！３／④ 12月６日の
午前 10時半～ 11時半＝保育講座
Ⅲ
▽ところ　①・②・③＝東北女子短
期大学（上瓦ケ町）／④＝ヒロロ（駅
前町）３階健康ホール
▽対象　①中学生以上＝各回３人／
②大学生以上＝ 20人／③高校生以
上＝ 20人／④３～５歳の未就学児
とその保護者＝15組
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問ホームページ、はがき、Ｅメー
ル、電話またはファクス（住所、氏
名、電話番号、希望講座名を記入）
で、東北女子短期大学公開講座係
（〒 036・8503、上瓦ケ町 25、
☎ 32・6151、 ■Ｆ 32・6153、
■Ｅ tibunken@toutan.ac.jp、 ■Ｈ
http://www.toutan.ac.jp/）へ。

65歳以上の要支援・
要介護認定のない人へ
「いきいきシニア健康教室」

　市では、高齢者の皆さんができる
だけ介護を必要とせず、元気に生き
生きと生活していけるよう「いきい
きシニア健康教室」を開催していま
す。
　「いきいきシニア健康教室」は、
日常生活の動作や心と体の状態に関
する基本チェックリストへの回答の
結果、要支援・要介護状態になるお
それが高い人を対象に実施していま
す。基本チェックリストの実施を希
望する人は、ご連絡ください。
■問介護福祉課地域支援係（☎ 40・
7072）

ヒロロスクエアご利用の皆さんへ

　11月１日から、おおまち共同パー
クの駐車サービス券の交付を終了し
ます。引き続き、ヒロロ駐車場、弘
前駅中央口駐車場、弘前駅城東口駐
車場は３時間まで無料です。
■問ヒロロスクエア活性化室（☎
35・0186〈平日の午前８時半～
午後５時〉）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集　　
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　11月３日（火・祝）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽内容　米などの穀類を爆発させて
作るお菓子「ドン」の実演など
▽ゲスト　古川昭さん（ボランティ
ア団体・fireman〈ファイアーマン〉）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎ 38・5595）

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森事務
所が行う出張相談会です。なお、相
談には事前の予約が必要です。
▽とき　11月４日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

広報ひろさき音訳奉仕員募集

　弘前愛盲協会音訳グループしらゆ
り会では、目の不自由な人に広報紙
などを音訳するボランティアを募集
し、その養成講習会を開催します。
▽とき　11月10日・16日・24日、
12月１日・15日の午後２時～４時

▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
▽対象　全日参加でき、簡単なパソ
コン操作の出来る人＝６人
■問 10 月 24 日までに、しらゆり会
（福田さん、☎携帯 080・1847・
8436）へ。

平成28年度むつ小川原地域・
産業振興プロジェクト支援
助成事業

　地域団体等が実施する地域の活性
化や産業の振興のためのプロジェク
ト、調査研究活動の事業に対して資
金を助成します。
▽対象事業　①人材育成／②技術開
発／③商品開発／④市場・販路開拓
／⑤観光開発／⑥環境整備／⑦ス
ポーツ・文化交流など
▽助成金　事業費の５分の４以内
▽対象　県内の地域団体、産業団体
など
▽募集期限　10月 31日（必着）
■問むつ小川原地域・産業振興財団（☎
青森017・773・6222）

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～　
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、10月をパトロール強化月間と
し、当市でも、関係機関と合同で工
事現場を中心にパトロールします。
係員が工事現場に立ち入るときは、
ご協力をお願いします。
▽実施期間　10月 26日～ 30日
■問建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

下水道の処理区域が広がります

　公共下水道の処理区域が、11月
１日から広がります。新たな処理区
域の皆さんには、下水道の接続など
についてのお知らせを送付しますの
で、早めの水洗化にご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、
お問い合わせください。
▽対象　取上４丁目・坂元字前沢・
小沢字苺原の各一部
■問上下水道部営業課給排水係（茂森
町、☎32・0698）

 その他
  


