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弘前医療福祉大学公開講座
▽とき　９月 10 日（土）、午前９
時半～ 11時半（受け付けは午前９
時～）
▽ところ　弘前医療福祉大学（小比
内３丁目）短期大学部棟
▽内容　「歴史と文化の街 弘前に期
待する オンリーワン マーケティン
グ戦略」…講師・牛田泰正さん（食
育福祉専攻教授）
▽受講料　無料
■問電話かファクスで、弘前医療福祉
大学短期大学部公開講座委員（☎
27・1001、■Ｆ 27・1023）へ。

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 10 日（土）、午後２
時～４時半（受け付けは午後１時～）
▽ところ　アピオあおもり２階イベ
ントホール（青森市中央３丁目）
▽対象　高次脳機能障害を抱える当
事者とその家族、市民＝200人
▽内容　講演「エピソードで理解す
る高次脳機能障害」…講師・後藤祐
之さん（旭川荘高次脳機能障害支援
室長）
▽参加料　無料
▽申込方法　８月 26日までに、電
話かファクスまたはＥメールで申し
込みを。
■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、立林さん、福井さん、
☎ 28・8220、■Ｆ 27・9013、■Ｅ 
info ＠ reimeikyou.jp）

第２回博物館歴史講座

　16世紀末から 17 世紀初めの津
軽をヨーロッパ人がどのように見て
いたのかを分かりやすく解説しま
す。
▽とき　９月11日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「ヨーロッパ人の見た為
信・信建・信枚そして津軽」
▽講師　長谷川成一さん（弘前大学
名誉教授）

▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み　８月 31日の午前８時
半から電話で受け付け。
■問市立博物館（☎ 35・0700、午
前８時半～午後５時）

文化グループ公開講座

　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
ループ「ひろさきユニバーサルコー
ラス」の一般向けの講習会を開催し
ます。未経験者も歓迎します。
▽とき　９月11日（日）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター２階大
会議室
▽内容　「落葉松」のコーラス
▽指導者　講師…川村昇一郎さん
（弘前市合唱連盟会長）／ピアノ伴
奏…福井寿吏さん
▽定員　100人
▽受講料　無料（楽譜は用意します）
■問９月８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。

かっこいい大人養成講座３

【２時間で完成！ステンドグラス作
り入門講座】
　秋の夜長を楽しむキャンドルホル
ダーを制作します。
▽とき　９月11日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階工作実習室
▽講師　嶋津幸さん（ステンドグラ
ス工房ビドリエラス）
▽対象　市内に在住または勤務する
18歳～ 50歳＝ 20人（先着順）
▽参加料　1,500 円（材料代とし
て）
▽持ち物　軍手、エプロン、ぞうき
ん２枚
▽申し込み方法　９月４日までに、
電話かファクスまたはＥメール（住
所<町名まで>・氏名<ふりがな
>・年齢・性別を記入）で申し込み
ください。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

2016 東北コンピュータ
専門学校パソコン教室
▽とき　９月３日（土）、午前９時
半～正午（受け付けは午前９時～）
▽ところ　東北コンピュータ専門学
校
▽内容　知って役立つ差し込み印刷
～Word+Excel ～
▽対象　高校生以上でキーボードの
基本操作ができる人＝20人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　８月 16日～ 23
日に、ホームページ、Ｅメール、は
がき、電話またはファクス（住所・
氏名・電話番号を記入）で申し込み
を。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
８月 26日までに結果をはがきで通
知します。
■問 東北コンピュータ専門学校
（〒 036・8503、上瓦ケ町 12、
☎ 32・6154、■Ｆ 32・6155、■Ｈ
http://www.tcomp.ac.jp、 ■Ｅ
comp@tcomp.ac.jp）

布ぞうり作り教室

　家庭にある使い古しのタオルや手
ぬぐいを使って布ぞうりを作ってみ
ませんか。
▽とき　９月10日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　中学生以上＝20人
▽参加料　無料
▽持ち物　タオル４枚（使い古しの
もの、およそ 35㎝× 80㎝）、手ぬ
ぐい２枚（使い古しのもの）、昼食
※当日は作業しやすい服装でお越し
ください。過去２年間に同教室に参
加していない人を優先します。
■問８月 25 日から、弘前地区環境
整備センタープラザ棟（☎ 36・
3388、受付時間は午前９時～午後
４時、月曜日は休み）へ。
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市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル 2010 実践講座】
▽と き　９月 14 日・21 日・28
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　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した住所録や家計簿
の作成および関数の活用
※エクセル 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　エクセルの基本操作や表の
計算ができる市民＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、
昼食
※事前の申し込みが必要。
■問８月 28日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800、
午前８時半～午後５時）へ。

ゆったり体力ＵＰ
ストレッチ体操教室

▽とき　９月 21日～ 11月９日の
毎週水曜日、午後１時半～２時半
▽ところ　金属町体育センター集会
室
▽内容　身体をほぐすストレッチ体
操や簡単な筋力トレーニング、自宅
でも簡単にできる脳トレーニング
▽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　汗ふきタオル、飲み物、
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、９月６日（必着）まで
に金属町体育センター（〒 036・
8245、金属町 1の 9）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。家
族での参加は、はがき 1枚で応募
可。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

ベテランズセミナー

▽とき　９月15日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　相続と生前贈与
▽講師　県金融広報アドバイザー
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問９月 12日までに、電話かファク
スまたはＥメールで、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

弘前大学大学院人文社会科学
研究科＜市民カレッジ＞
受講生募集

▽開講科目　青森教室…日本語概
論、多変量データ解析実践／弘前教
室…日本経済、地域雇用、量的調査
分析、日本社会、国際経済・経営、
日本語学、海外事情
▽募集人数　若干名
▽受講資格　４年制大学を卒業した
人
▽受講料　１科目（90分× 15回）
１万 1,500円
▽申し込み期限　青森教室開講科目
＝９月 16日／弘前教室開講科目＝
９月12日

※電話で申し込みください。折り返
し、受講申込書などをお送りします。
※授業内容などの詳細は、人文社会
科学研究科ホームページをご覧くだ
さい。
■問弘前大学人文社会科学部教務担
当（ ☎ 39・3941、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
j i n b u n /web / d a i g a k u i n /
sidenav/aomorisatellite.html）

東北女子大学公開講座

▽とき　９月24日（土）
　　　　午前10時半～午後１時半
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「おさかな食育クッキング
～旬の魚いただきます♪～」
▽対象　食育に関心のある親子また
は一般＝40人
▽受講料　１組500円
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選で決定。
■問 弘前丸魚（☎ 27・2345、■Ｈ
http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html）

特許、意匠、商標等の
無料相談会
　弁理士、弁護士による特許、意匠、
商標等の無料相談会を開催します。
▽とき　９月～ 12月の毎月第２・
３・４火曜日、午後１時～５時
▽ところ　弘前商工会議所（上鞘師
町）
※事前の予約が必要。
■問青森県発明協会（☎青森 017・
762・7351）
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