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作り用）
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　小学生以上（小学生の参加
は保護者の同伴が必要）
※事前の申し込みは不要。
【布ぞうり作り教室】
▽とき　１月27日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　中学生以上＝ 20人（初め
て参加する人を優先します）
▽参加料　無料　　
▽持ち物　使い古しのタオル４枚、昼
食、作業しやすく汚れてもいい服装
▽受け付け開始　１月14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
■問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、月
曜日が祝日の場合は翌日が休み、年
末年始〈12 月 29 日～１月３日〉
は休み）

外国人留学生から直接聞ける
「世界のおはなし」
　弘前大学の外国人留学生が、日本
語で各国の魅力を紹介します。
▽とき　１月20日（土）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽内容　留学生による出身国の紹
介、留学生と日本語でお話
▽対象　留学生と話してみたい人、
世界の国々に興味のある人=50人
（先着順）

▽留学生の出身国　中国、韓国、マ
レーシア、ウズベキスタン、ベトナ
ム、アメリカ
▽参加料　無料
■問１月 17日までに、直接来館する
か、電話、ファクスまたは Eメー
ル（住所、氏名〈ふりがな〉、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。

地域未来創生塾＠中央公民館

　大学教員・学生からの話題提供や
資料を使って、今後の地域づくり活
動に役立つ全 10回の講座やワーク
ショップを行っています。
▽日程と内容　第７回＝１月 10日
…「東奥日報社と青森の文化」…講
師・尾崎名津子さん（弘前大学人文
社会科学部講師）／第８回＝１月
24日…「フリーソフト、オープン
データによる地域課題の地図化」…
講師・増山篤さん（弘前大学人文社
会科学部准教授）
※時間はいずれも午後６時半～。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）第３会議室
▽対象　高校生以上の市民＝30人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）、弘前大学人文社会
科学部地域未来創生センター（☎
39・3198）

第４回市立博物館歴史講座

▽とき　１月14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　「幕府と藩を手玉に取っ
た男－ 18世紀津軽の山師・足羽次
郎三郎の活躍－」
▽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　聴講には観覧料が必要
■問 12月16日から、市立博物館（☎
35・0700、午前８時半～午後５時）へ。

高齢者健康トレーニング教室
～シニアエアロビクス～
▽とき　１月 16 日・23 日、２月
６日・20 日、３月６日・20 日の
午後２時～２時45分
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室
▽内容　脂肪燃焼や心肺機能の向上
などに効果的な有酸素運動
▽対象　65 歳以上の市民＝ 15 人
（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　室内用シューズ、タオル
※事前の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

町会担い手育成塾

【町会活動を聞こう・話そう・考え
よう !!】
　町会活動の実践例を紹介し、町会
活動を活発にするための工夫と、担
い手や後継者を育てるポイントにつ
いてみんなで意見交換します。
▽とき　１月20日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽対象　これからの町会活動を担う
人・町会で活発に活動していきたい
人など＝200人（先着順）
▽参加料　無料
■問１月 10日までに、電話、ファク
スまたはＥメール（氏名・町会名・
学校名〈学生の場合〉を記入）で、
市民協働政策課（☎ 35･1664、■Ｆ
35･7956、■Ｅ shiminkyoudou@
city.hirosaki.lg.jp）へ。

第１回弘前図書館市民講座

【大阪屋のあゆみ―御菓子づくりに
こめた祈り】
▽とき　１月21日（日）
　　　　午後１時半～２時半
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽内容　「大阪屋」の始まりから、
現在に至るまでの歩みと菓子づくり
の苦労話など
▽講師　福井清さん（大阪屋第 13
代当主）
▽対象　小学生以上＝ 60人（先着

順。定員になり次第受け付け終了）
▽参加料　無料
■問事前に、電話か直接弘前図書館（☎
32・3794）へ。

古文書解読中級講座

▽とき　１月 27日～２月 17日の
毎週土曜日、午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　蔦谷大輔さん（弘前大学国
史研究会会員）
▽対象　古文書をある程度読める
人、弘前の歴史に興味がある人＝
30人
▽受講料　700円
■問１月４日～ 22日に、弘前図書館
（☎32・3794）へ。

弘前型スマートシティ
アカデミー
　再生可能エネルギーについて、楽
しく学んでみませんか。
▽とき　1月 28日（日）
　　　　午後１時半～４時10分
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ4階）
▽内容　再生可能エネルギーについ
ての講義や工作（風力発電装置）な
ど

▽対象　小学生＝30人（先着順）
※保護者の同伴が必要。
▽持ち物　筆記用具、空ペットボト
ル500ml を 2本（キャップ付き）、
はさみ、カッター、油性カラーペン
■問１月 10日の午後５時までに、電
話かEメール（住所、氏名、学年、
電話番号を記入）で、スマートシティ
推進室（☎ 40･7109、■Ｅ smart-
city@city.hirosaki.lg.jp）へ。

食生活改善推進員養成講座
▽とき　２月６日・13日・20日・
28日の午前９時半～午後３時半
※初日は午後１時から。
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　食生活改善、生活習慣病の
予防、食品衛生、調理実習（昼食は
調理実習の試食）など
▽対象　原則、全日程受講ができる
人で、受講後に食生活改善推進員と
して活動できる市民＝ 25人（先着
順）
▽持ち物　エプロン、三角きん（初
日を除く）、筆記用具
※託児室を用意します（先着５人、
申し込みの際に申し出を）。
▽受講料　1,728円
■問１月 25日までに、弘前市保健セ
ンター（☎37・3750）へ。

講演「放射線リスクの伝え方」
　リスクコミュニケーションや放射
線リスクの伝え方を考えませんか。
▽とき　12月 21日（木）
　　　　午後5時 50分～７時半
▽ところ　弘前大学大学院保健学研
究科（本町）大学院講義室１
▽講師　小野田眞さん（放射線医学
総合研究所）
▽対象　リスクコミュニケーション
に関心がある人、放射線のリスクを
説明する機会のある人など＝70人
▽参加料　無料
■問弘前大学保健学研究科総務グルー
プ（桑田さん、☎ 39・5518、■Ｅ
kuwata@hirosaki-u.ac.jp）

環境整備センタープラザ棟
の催し
【昭和に学ぼう！エコな暮らし　パ
ネル展示とワークショップ】
◎パネル展
▽とき　12 月 22 日～２月 28 日
の午前９時～午後４時
▽内容　昭和の節約の知恵をテーマ
に、環境にやさしい暮らしを写真や
イラストを用いてパネル展示しま
す。
◎ワークショップ
▽とき　①１月 14日＝竹とんぼ作
り（先着 10 人まで）、②１月 20
日＝すりこぎとんぼ作り、③１月
21日＝ゴムでっぽう作り（時間は
いずれも午前９時～正午・午後１時
～２時、各開催日にめんこ作りを実
施）
▽持ち物　牛乳パック１枚（めんこ

 教室・講座
 

 

　インフルエンザワクチンの不足が予想されるため、接種期間を延長します。
▽対象　① 12月 31 日までに 65歳以上になる人、② 60歳から 64歳
の人で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に障害のある人（身体障害者１級
程度）が、ワクチン不足などの理由により 12月 31日までに接種できな
い場合
▽接種期間　１月31日まで
■問い合わせ先　健康づくり推進課（☎37・3750）

高齢者インフルエンザ予防接種
接種期間を延長します

 
　雪が積もり、お酒を飲む機会が増える季節は公
共交通の利用をおすすめします！
　
　マイカー通勤の朝と夕方の気がかりといえば…
「駐車場の雪かき・車の雪降ろしが大変」
「スリップ事故の危険性が高い」
「渋滞によるストレスでイライラ」

こんな時、おススメしたいのが公共交通！
◎心と体にゆとりができ、渋滞緩和にもつながります。
◎弘南鉄道は冬に強く、ほぼ定時運行。
◎温かい車内が皆さんをお待ちしています。

　「今日は車通勤がちょっと面倒」。そんな時だけでも、
公共交通を使ってみませんか？
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室
（☎35・1124）

公共交通
利用の
ススメ①

※「公共交通利用のススメ」は公共交通機
関利用促進を目的に、毎月15日号にコラ
ムを連載します。次回をお楽しみに！


