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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 応用講座】
▽とき　１月 26日・２月２日・９
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）の活用方法
※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 2010 入門講座
を受講した市民または普段からエク
セル 2010 を使用している市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USB メモリ、
昼食
■問１月７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。

自立支援介護講演会

　高齢者の自立した生活を目指し、
自立支援介護の理論と実践について
学んでみませんか。
▽とき　１月30日（火）
　　　　午後７時～
▽ところ　弘前プラザホテル（代官
町）２階チェルシー
▽講師　竹内孝仁さん（国際医療福

祉大学大学院教授）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問電話かファクス（氏名、電話番号
を記入）で、デイサービスセンター
わかば（☎ 37・1165、 ■Ｆ 37・
1185）へ。

ふれあい高齢者
ニュースポーツ研修会
　高齢者向けのニュースポーツで、
健康の増進を図ってみませんか。
▽とき　２月１日～ 14 日
※種目によって開催日と時間が異な
ります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
▽ところ　すぱーく弘前（石渡１丁
目）
▽種目　①ゲートボール、②グラウ
ンドゴルフ、③ペタンク、④マレット
ゴルフ、⑤ターゲットバードゴルフ
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
▽定員　①＝ 40 人／②＝ 100 人
／③＝ 48 人／④＝ 40 人／⑤＝
40人（いずれも先着順）
▽参加料　無料 
■問１月 20日までに、すぱーく弘前
（☎ 38・3250）へ。

りんご産業イノベーション
セミナー
【AI（農業情報科学）がつなぐ
         　　　 りんご産業の未来】

　りんご産業の維持発展のため、
AI や ICTを駆使した最先端の農業
の現状と展望について紹介します。
▽とき　２月３日（土）
　　　　午後１時半～（約２時間）
▽ところ　アートホテル弘前シティ
（大町１丁目）３階プレミアホール
▽内容　AI 農業や現在当市で取り
組んでいる先進的なりんご栽培、近
年農林水産省が推進するスマート農
業の現状と展望について（講師・神
成淳司さん〈慶應義塾大学准教授〉
ほか）
※詳細は市ホームページに掲載しま
す。
▽定員　300人
■問２月２日までに、電話かファクス
または Eメール（住所、氏名、勤
務先、電話番号を記入）で、ひろさ
き未来戦略研究センター（☎ 40・
0631、 ■Ｆ 35・7956、 ■Ｅ hif@
city.hirosaki.lg.jp）へ。

男の介護教室

▽とき　２月 10 日（土）、午前９
時半～午後３時（予定）
▽ところ　中央公民館（下白銀町）
▽内容　講義（家族が倒れた時の対
処法など）、調理実習（パッククッキ
ング）、グループディスカッション
▽定員　80人
▽参加料　1,000 円（調理実習と
同じメニューの昼食付き）　
■問１月25日までに、各公共施設（公
民館など）に備え付けの申込用紙に
必要事項を記入の上、ファクスで、
津軽広域救急支援機構事務局（佐藤
内科医院内、☎ 34・2126、■Ｆ
34・2317）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。

エコスイーツクッキング教室

　余ったシリアル食品と牛乳パック
を使って、スイーツを作ります。
▽とき　２月10日（土）
　　　　午前９時半～正午
▽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　プラザ棟職員
▽定員　15人（小学生以下の参加
は保護者の同伴が必要）
▽参加料　無料

▽持ち物　エプロン、ティースプー
ン、板チョコレート１枚、牛乳パッ
ク１枚
▽申し込み開始　１月 28日の午前
９時から
■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）

総合学習センター会場使用受付

　平成30年度の施設使用申し込み
を受け付けします。なお、小・中会
議室、集会室は使用する日の30日
前から受け付けます。
▽とき　１月12日（金）の午前９
時～（窓口のみでの受け付け）
※13日（土）の午前８時半からは
電話でも受け付けます。
■問学習情報館（末広４丁目、総合学
習センター内、☎ 26・4800）

再就職支援セミナー

　45歳以上の人を対象に「採用さ
れるための就職活動のポイント」に
ついて、お伝えします。
▽とき　１月12日（金）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　キャリアスクール I・M・

S（土手町）
※事前の申し込みは不要。セミナー
終了後、個別相談にも応じます。
■問ネクストキャリアセンターあおも
り（☎青森017・723・6350）／
I・M・S（■Ｅ chuukounen@ims-
hirosaki.com)

求人説明会・ミニ面接会

　市内企業の人事担当者が、仕事内
容などをお伝えします。求職中であ
れば、誰でも無料で参加でき、面接
も可能です。
▽とき　１月 15 日・26 日の午後
１時半～４時半（受け付けは午後１
時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽定員　20人程度
▽参加企業数　３～５社（予定）
▽その他　ハローワークに未登録の
人も参加可。雇用保険受給者は求職
活動実績の対象になるため、雇用保
険受給資格者証の持参を。
※参加企業は、青森労働局または市
ホームページをご覧ください。
■問 I・M・S（弘前就労支援センタ
ー内、☎ 55・5608）

保健衛生座談会

　市の職員を交え、環境・保健につ
いて疑問に思うことや、取り組みな

どについて、学び、意見を出し合い
ませんか。７月に開始予定の「家庭
系ごみ指定袋制度」についても説明
します。
▽日程と場所　１月18日＝高杉地
区…北辰学区高杉ふれあいセンター
（独狐字山辺）研修室／１月 22日
＝船沢地区…船沢公民館（折笠字宮
川）
※時間はともに、午
後１時半から２時間
程度。
▽内容　環境テーマ
＝「家庭系ごみ指定
袋制度の導入につい
て」、保健テーマ＝
「弘前市の短命の原
因と対策について」
■問 町会連合会事務局（☎ 35・
1111）

移住・交流フェア in 東京

  弘前市の相談ブースが出展しま
す。首都圏に知り合いがいる人は周
知のご協力をお願いします。
▽とき　１月21日（日）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　東京ビッグサイト西１ホ
ール（東京都江東区有明）
※詳しくは、問い合わせを。
■問ひろさき移住サポートセンター東
京 事 務 所（ ☎ 東 京 03・6256・
0801）

　首都圏からのUターン希望者や今春卒業予定の大学生などを対象とした、
市内企業の合同説明会・面接会を東京都で開催します。また、市内企業と会
場をネットワークでつないだ「WEB面接」も実施します。弘前市で新しい
生活のスタートを考えている人へ、是非ともご周知ください。
▽とき　１月13日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　ひろさき移住サポートセンター東京事務所
（東京都千代田区有楽町、東京交通会館６階）
▽参加企業　キヤノンプレシジョン、弘前航空電子、
センチュリーテクノコア弘前工場ほか
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ先　商工政策課（☎35･1135）／ひろさき移住サポートセ
ンター東京事務所（☎東京03・6256･0801）

 その他
 

地元企業首都圏合同説明会・面接会

日 時　間 イベント内容

20日
午前11時～

（開会式終了後）
開会式アトラクション（キッ
ズヒップホップダンス、もち
の振る舞い）

午後１時～４時 沢田ミニ炭俵実演販売

21日 午後２時～３時半

相馬の芸能オンステージ（リ
トルスウィース／長慶苑飛馬
の星／紙漉沢獅子舞保存会／
相馬囃子キッズ with Ｙ／相
馬登山囃子愛好会／多田あつ
し〈夢弦会〉ミニライブ）

20日
・

21日

午前10時～ カットりんご飴振る舞い
午前10時半～、
午後１時半～ アップルケーキ手作り体験

午前10時～午後４時

相馬地区の特産品販売／えび
釣りに挑戦！（有料）／
紙漉き体験でハガキを作ろう
／缶バッジ製作体験／相馬
地区写真展／天文台コーナー
／相馬地区地域おこし協力隊
PRコーナー

　特産品や豊かな自然・人情など、相馬地区の魅力が大集合！
ぜひおいでください。
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、ヒロロ３階）
▽内　容　右表のとおり
▽参加料　無料（えび釣りは有料）
■問い合わせ先　相馬まるごとフェスタ実行委員会事務局
（相馬総合支所総務課内、☎84・2111）

相馬まるごとフェスタ
とき １月 20 日（土）・21 日（日）

第２回


