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大学生のボランティアが学習支援を
行います。
▽とき　毎週水曜日の午後４時 45
分～６時 35分
※冬休み期間中は時間を変更する場
合があります。
▽ところ　文京地区（詳しくは申込
時にお知らせします）
▽対象　市内在住の就学援助受給世
帯、生活保護受給世帯、児童扶養手
当受給世帯の中学生や高校を中退し
た人、または中学校を卒業後進路の
決まってない人＝20人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、生活福祉課（市役所１階）
へ持参を。
※申込書は生活福祉課に備え付けて
いるほか、市ホームページからダウ
ンロードできます。
■問生活福祉課（☎35・1114）

「サタディ☆くらぶ」参加者募集

▽とき　毎週土曜日、午前９時 30
分～ 11時 30分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多

世代交流室２ほか
▽内容　勉強したい教材（宿題、教
科書、ワークなど）を持参すると、
大学生や市民ボランティアによる学
習支援が受けられます
※事前の申し込みが必要。対象者や
参加料などの詳細は弘前市母子寡
婦福祉会ホームページ（https://
hirosaki-boshikai.jimdo.com/）
を確認するか問い合わせを。
■問弘前市母子寡婦福祉会（引間〈ひ
きま〉さん、☎ 携帯 080・1808・
7970）

弘前・白神アップルマラソン
開催に伴う交通規制

　10月７日（日）に、「第16回弘前・
白神アップルマラソン」を開催しま
す。当日は、コース上交通規制（ス

タート付近は午前８時 30分～午後
３時）を実施しますので、ご理解と
ご協力をお願いします。
　詳しくはホームページで確認する
か、お問い合わせください。
▽コース　消防本部南側～城西大橋
～茜橋～五代～兼平～西目屋村白神
館前
■問弘前・白神アップルマラソン実
行委員会事務局（克雪トレーニン
グセンター内、☎ 88・8399、■Ｈ
http://www.applemarathon.
jp/）

「稲わら」を活用しませんか

　りんご園の敷きわらや、家庭菜園
などに使う稲わらを無料で提供する
「稲わらふりーでん」を、10 月か
ら行います。希望する人には提供場
所の地図を送付しますので、直接現
地においでください。
　申込時に、必要な稲わらの量をお
知らせください。
▽申し込み期限　９月28日（金）
■問 農業政策課農産係（☎ 40・
7102）

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、平日の午前 10 時 15
分～午後５時）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【はじめてのパソコン講座】
▽ とき　10 月 12日・19日・26
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　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽申し込み開始　９月 23日、午前
８時30分～
【ボランティアサポートスタッフ募
集】
　市民ボランティアによるパソコ
ン講座（ウィンドウズ、エクセル、
ワード等）を手伝ってくれるボラン
ティアサポートスタッフを募集し
ます。パソコン（ソフト）に関する
知識があれば、年齢、経験は問いま
せんので、気軽にお問い合わせくだ
さい。
■問学習情報館（総合学習センター
内、☎ 26・4800〈午前８時 30
分～午後５時〉）

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し
【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　10月 13日（土）
　　　　午前９時30分～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
▽定員　20人
▽参加料　無料
▽持ち物　使い古しのタオル４枚
（色付きのフェースタオル）・裁ちば
さみ・昼食・飲み物・作業しやすく

汚れてもよい服装
▽申し込み受け付け　９月29日～
【プロが教えるかんたん楽しい秋の
エコクッキング教室】
　残ったおかずをアイデアと工夫で
おいしくとことん活用してみません
か。
▽とき　10月 20日（土）、午前９
時30分～午後０時30分
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽内容　残りおかずでごはんのかき
揚げ、皮つき大根のスープ、皮つき
さつま芋のヨーグルトサラダ
▽講師　福士るみ子さん（サロン・
ド・胡桃代表）
▽対象　小学生以上＝20人
※小学生は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、ふきん、大皿
１枚（直径 25cm程度）、マグカッ
プ、はし、米0.5 合
▽申し込み受け付け　９月30日～
■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〈月曜日が祝日の
場合は翌日〉、10月７日は休み）

ユニバーサルスポーツクラブ

　誰でも参加できます。障がい者ス
ポーツを体験してみませんか。
▽とき　指定した土曜日の午前 10
時～正午
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）体育館
▽内容　ボッチャ、フライングディ
スク、テーブル卓球など
▽参加料　１回200円
▽持ち物　内履き、飲み物
※用具は貸し出します。
※事前の申し込みが必要。
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
■Ｅ info@sponet-h.com）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

学習支援教室「あっぷる～む」
参加者募集
　経済的な理由などで学習塾に通う
ことが困難な中学生などを対象に、

就労準備講座
（就労相談・支援つき）
～パソコンの基礎操作を学びなが
ら、社会への第一歩を～
　働きたいけど、「自信がない」、「長
期間働いていない」、「仕事が続かな
い」、「コミュニケーションが苦手」、
などといった、「働きづらさ」を抱
えた人を対象とした就労準備講座で
す。
▽期間　10月９日～ 12月６日（全
25回）
▽ところ　Ｉ・Ｍ・Ｓ（土手町）
▽内容　パソコン（ワード、エクセ
ル）基本操作、ワークショップ、コ
ミュニケーション・マナー、就労体
験・職場見学など
▽受 講 料　無料（テ キスト代
〈2,160円〉は自己負担）
▽申し込み方法　９月 28 日まで
に、申込書に必要事項を記入の上、
提出してください。
※申込用紙は就労自立支援室（駅前
町、ヒロロ３階）に備え付けていま
す。
■問ひろさき生活・仕事応援セン
ター（就労自立支援室内、☎ 36・
3776、■Ｆ 35・2929）

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
ショップを行います。
▽日程と内容　第１回＝ 10月 10
日…「銭湯の経済学～衰退産業の
生き残り戦略～」／第２回＝ 10月
24日…「刑務所とは何か」
※時間はいずれも午後６時 30 分
～。３回目以降の日程は随時お知ら
せします。
▽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。
▽その他　６回以上参加した人
に、修了証を交付します。詳しく
はホームページ（http://human.
cc.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）で確
認を。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
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　古代、北東北は中央集権国家の支配の及ばない地域
であり、その住民は「蝦夷（えみし）」と呼ばれてい
ました。その実態は長らく謎に包まれていましたが、
近年の発掘調査の成果ではこの時期の人々の様相が見
えつつあります。市内でも、平成10年以降、平安時
代を中心とした発掘調査事例が増加しており、笹森館
遺跡（独狐字石田）からは県内で２例しか出土事例が
ない馬の線刻画土器が出土するなど、貴重な成果を得
ています。
　今回、近年の調査成果から見た古代の津軽の様相を

紹介し、文化財保護への理解を促す機会として、シン
ポジウムとパネル展を開催します。
【古代史シンポジウム】
▽とき　９月29日（土）、午後１時～５時40分
▽ところ　市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４
階）
▽内容　報告…東海林心（市教育委員会主事）、講演「古
代津軽地域における集落遺跡の諸相」…講師・岩井浩
人さん（青山学院大学）、講演「『北方世界』から見た
古代津軽」…講師・齋藤淳さん（中泊町博物館）、講
演「文献史料から見た古代津軽」…講師・武井紀子さ
ん（弘前大学）、講演「古代の津軽地方に蝦夷はいた
か？」…講師・松本建速さん（東海大学）、パネルディ
スカッション「古代津軽の様相を探る」…コーディネー
ター・工藤清泰さん（元青森県考古学会会長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【パネル展「古代遺跡を掘る－弘前市内の調査成果か
ら－」】
▽開催期間　９月21日～ 10月５日
▽ところ　市民文化交流館コミュニケーションゾーン
（ヒロロ３階、大町側エスカレーター付近）
■問文化財課埋蔵文化財係（☎82・1642）

 その他
  

古代史シンポジウム

笹森館遺跡出土馬の線刻画土器


