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「簡単な韓国語で紹介する
弘前の観光と接遇」講座
　簡単な韓国語で旅行者に案内をし
てみませんか。
▽とき　11月 22日～12月 20日
の毎週水曜日、午後6時半～8時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）3階多
世代交流室1
▽対象　高校生以上の市民＝ 25人
（先着順）
▽受講料　無料
▽その他　雪燈籠まつりでのボラン
ティア活動や、韓国文化体験も予定
しています。
※事前の申し込みが必要。
■問 11 月 15 日までに、弘前韓国語
勉強会（川村さん、☎ PHS070・
6614・0041、■Ｆ 87・0689、■Ｅ
hangugokanjan@apost.plala.
jp）へ。
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

かっこいい大人養成講座３

【今年の主役はあなた !? マジックで
忘年会を盛り上げよう !!】
▽とき　11月 24日（金）　
　　　　午後７時～９時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽講師　弘前マジシャンズクラブ
▽対象　市内に在住または通学・勤
務の18歳～50歳の人＝20人（先
着順）
▽参加料　500円
▽持ち物　筆記用具
■問 11 月 15 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・
電話番号を記入）で、中央公民館

（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

外国人のためのひろさき楽習

　日本の伝統文化の一つである、書
道を体験してみませんか。作品を作
りますので、気軽にご参加ください。
▽とき　11 月 26 日（日）の午前
10時～正午、午後２時～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第３会議室
▽講師　菊池錦子さん（書家）
▽対象　市内在住の外国人＝各回
10人　
▽参加料　300円（教材費として）
▽持ち物　汚れてもよい服装
■問 11 月 24日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（氏名・国籍・
理解できる言語・電話番号・希望の
時間帯を記入）で、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、
火曜日は休み）へ。

北辰学区高杉ふれあいセン
ターのあけびかご作り講座
▽とき　11月 26日（日）
　　　　午前10時～午後1時ごろ
▽ところ　北辰学区高杉ふれあいセ
ンター（独狐）
▽内容　あけびづるを使ったかご
（約27㎝× 27㎝× 13㎝）作り
▽定員　10人
▽参加料　5,000 円（材料費とし
て。当日徴収）
▽持ち物　エプロン
※申し込み多数の場合、抽選で決定。
■問 11月７日～15日に、北辰学区高
杉ふれあいセンター（☎95・3601、
月曜日は休み）へ。

第３回市立博物館歴史講座

▽とき　11月 26日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　古代の歴史書にあらわれ
た津軽
▽講師　武井紀子さん（弘前大学人
文社会科学部准教授）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
■問 11 月４日から、市立博物館（☎
35・0700〈午前８時半～午後５
時〉）へ。

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し
【プロが教えるかんたん楽しいクリ
スマスエコクッキング教室】
　簡単で見栄え抜群の料理と残り
食材の活用術を楽しく学びません
か。
▽とき　12月２日（土）
　　　　午前９時半～午後０時半
▽メニュー　ミネストローネ、鶏肉
のオレンジソース、きのこのマリネ・
メルバートースト添え
▽講師　福士るみ子さん（管理栄養
士、サロン・ド・胡桃代表）
▽対象　小学生以上＝20人
▽持ち物　エプロン・ふきん・大皿
（直径25㎝程度）１枚、スープカッ
プ・おはし・スプーン
▽申し込み受け付け　11 月 19 日
から
【オリジナルキャンドルとクリスマ
ス飾り作り体験教室】
▽とき　12月９日（土）
　　　　午前９時半～正午
▽内容　使い残しのろうそくと空き

びんを使った、オリジナルキャンド
ルや木製のミニツリー作り
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　小学生以上＝15人
▽持ち物　ジャムなどの空きびん、
シール、油性ペン、軍手
▽申し込み受け付け　11月26日か
ら
～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
※参加には保護者の同伴が必要。
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388〈午前９時～午
後４時、月曜日は休み〉）

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！
▽とき　12 月７日・８日の午前
10時～午後４時（２日間の受講が
必要）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽定員　180人（先着順）
▽受講料　無料
※講習で使用するテキストは事前に
書店などで購入を。詳しくは、問い
合わせるか、ホームページ（http://
hirosakifd.jp/）で確認を。
■問 11 月 13 日～ 24 日に、消防本
部予防課（本町、☎ 32・5104）
か最寄りの消防署・分署へ。

津軽塗のスプーンと
ブローチを作りませんか
▽とき　平成30年１月 11日（木）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　平賀公民館（平川市光城
2丁目、平川市文化センター内）小
研修室３・４　

▽参加料　1,500円（材料費として）
▽対象　津軽広域連合管内８市町村
（弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、
板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村）
に在住の小学生＝30人程度 
▽申し込み方法　12月８日（当日
消印有効）までに、はがきかEメー
ル（郵便番号、住所、氏名〈ふりがな〉、
学年、年齢、保護者氏名、電話番号
を記入）で、申し込みを。
※１回の応募で小学生２人まで申し
込み可。小学校３年生以下は、保護
者同伴。応募者多数の場合、抽選で
決定し、12月 18日に、「参加決定
通知書」を発送します。
■問津軽広域連合（〒 036・8003、
駅前町 9 の 20、「津軽塗」体験
教室係宛て、☎ 31・1201、■Ｅ
rengou@tsugarukoiki.jp ）

排水設備工事配管工認定講習

▽とき　平成30年１月19日（金）、
午前 10 時半～（受け付けは午前
10時～ 10時 25分）
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）第２、３会議室
▽受講料　7,000円
▽申し込み方法　11 月９日～ 30
日（土・日曜日、祝日を除く）に、
上下水道部総務課（岩木庁舎）で配
布する申込書に、必要事項を記入の
上、同課へ提出を。
※受験資格など、詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
■問上下水道部総務課給排水係（☎
55・6895）

平成29年度若年者と女性の
ための資格取得支援事業
　求職中の若年者および女性を対象
とした、パソコン中級、日商簿記２

級・３級の講習会を開催しています。
マンツーマン形式で個人のレベルに
あった授業を行い、早期就労を支援
します。
▽ところ　日商簿記３級…I・M・
S（土手町）／パソコン中級、日商
簿記２級…ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽対象　申込時点で、市内に住所を
有する女性または 40歳未満の男性
で、次の①・②のいずれかに該当す
る人。
①失業中で求職中（雇用保険受給中
かハローワークに登録をして求職）
の人／②パート・アルバイトなどで
働いている求職中の人
▽定員　簿記＝各４人、パソコン＝
各８人（先着順）
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担。ただし、パート・アルバイ
トなどの人は受講料の一部負担あり）
※申込方法、受講対象など、詳しく
は問い合わせを。
■問商工政策課（☎35・1135）

就労サポートコーナー
弘前オープン

　
　11月１日より、市役所１階に市
とハローワーク弘前が一体となった
就労サポートコーナー弘前を開設し
ます。対象となる人はぜひご利用を。
▽対象　生活保護受給者、児童扶養
手当受給者、住居確保給付金の受給
者及び生活困窮者自立相談支援事業
の支援を受けている人 
▽支援内容　職業相談・職業紹介、
求人検索、履歴書などの作成指導、
各種セミナー・職業訓練の案内
■問生活福祉課（☎35・1114）

有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

　自治総合センターでは、宝くじの
社会貢献広報事業として、市町村や
町会などのコミュニティ組織が主体
となって実施する地域活動に対し、
各種助成金を交付しています。
　本年度の「一般コミュニティ助成

宝くじのコミュニティ助成金を活用

事業」では、相馬地区水木在家町会
の申請が採択され、集会所のストー
ブなどコミュニティ活動備品が整備
されました。なお、助成金を活用し
たい場合は、気軽にご相談ください。
■問市民協働政策課（☎35・1664）
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