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なりますので、ご注意ください。
▽対象　パソコンの基本操作ができ
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　
▽申し込み受け付け　11 月 18 日
（日）～
■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〉）

第１回高血圧市民公開講座

▽とき　12 月８日（土）、午後１
時30分～３時 40分
▽ところ　弘前大学医学部コミュニ
ケーションセンター（本町）２階
▽内容　講演①「高血圧の怖さを知
ろう」…講師・富田泰史さん（弘前
大学循環器腎臓内科教授）、講演②
「減塩の大切さを確認しよう」…講
師・佐々木都子さん（弘前脳卒中・
リハビリテーションセンター内科部
長）、講演③「弘前市の高血圧対策
について～地域における減塩の取り
組み～」…講師・三上美保さん（健
康づくり推進課保健師）、高血圧・
減塩体験コーナー
▽対象　市民＝100人（先着順）
▽参加料　無料（駐車場無料）
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学循環器腎臓内科学講座
（☎39・5057）

高岡の森弘前藩歴史館
第1回歴史館講座
▽とき　12月９日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▽ところ　高岡の森弘前藩歴史館
（高岡字獅子沢）
▽テーマ　「高照神社の文化財公開
までの歩み」
▽講師　小嶋義憲さん（元高照神社
文化財維持保存会後援会事務局長）
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
※事前の申し込みが必要。
▽無料シャトルバス　【行き】市役
所本庁舎（市民防災館玄関前）発…
午後１時 20分、岩木庁舎（正面玄
関前）発…午後１時35分／【帰り】
歴史館発…午後３時 20分、岩木庁
舎着…午後３時 30分、市役所本庁

舎着…午後３時45分
■問高岡の森弘前藩歴史館（☎ 83・
3110〈午前８時30分～午後５時〉、
11月 19日は休館日）

ベテランズセミナー

　クラシック音楽を身近に感じてみ
ませんか。
▽とき　12月 13日（木）
　　　　午前10時～ 11時 30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽テーマ　「音楽のあるくらし～気
軽に楽しむクラシック～」
▽講師　今廣志さん（弘前交響楽団
指揮者）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度（先着順）
▽受講料　無料
■問 12 月 10日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所〈大字
名まで〉・氏名〈ふりがな〉・年齢・
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。

「津軽の味っこ」
伝承料理講習会
▽とき　12月 19日（水）、午前９
時30分～午後１時30分
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　おはぎ、高菜のかす汁、紅
鮭と竹の子のすし、キノコの塩辛、
きゅうりのかす漬けの調理実習
▽定員　30人
▽参加料　2,000 円（当日徴収）
▽持ち物　三角きん、エプロン
▽申し込み方法　往復はがきの「往
信用」の裏面に住所・氏名・年代・
電話番号を、「返信用」の表面に住
所・氏名を記入し、11月 24日（当
日消印有効）までに、弘前地区生活
改善グループ連絡協議会会長・清野
優美子さん（〒036・8265、下湯
口字青柳64の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
結果を 11月 27日以降に通知しま
す。
■問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（小松さん、☎ 33・
4821）

町会便り作成講座

【町会活動を上手に伝えよう！】　
　町会便りを手書きで簡単に、わか
りやすく、見栄えよく作成するため
のコツを学びます（次回はパソコン
を使用した講座を平成 31年２月に
開催予定）。
▽とき　12 月１日（土）、午後１
時30分～４時 30分
▽ところ　市役所３階会議室
▽対象　これから町会便りを作っ
てみたい人、作成の工夫に興味があ
る人
▽参加料　無料
■問 11 月 28 日まで
に、電話かファク
スまたはＥメール
（氏名・町会名を記入）で、市民協
働政策課（☎ 35・1664、■Ｆ 35・
7956、■Ｅ shiminkyoudou@city.
hirosaki.lg.jp）へ。

農家の「かっちゃ」の
漬け物教室
▽とき　12月４日（火）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）調理実習室
▽内容　ごぼうのしょうゆ漬け、白
菜とりんごの即席漬け
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　1,000 円
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん
■問 11 月 20 日～ 25 日に、直接来
館するか電話で、清水交流センター
（☎87・6611、月曜日は休み）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル2010入門講座】
▽とき　12 月５日・12日・19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）を使用した基本的な操作技
術の習得
※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

ミニ門松作り教室

　不要になったわらや竹、畳表など
を再利用して制作します。
▽とき　12月 22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組（１人での参加も可。
制作は１組１基まで。初めて参加す
る人を優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、汚れても
いい服装
▽申し込み受け付け　12 月９日
（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〉、月曜日は休み）

子どもミュージカルクラブ
短期集中講座
▽とき　12月 25日～27日、平成
31年１月４日～６日の午後１時～
２時30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　ミュージカルの基礎練習
▽講師　清水知子さん、前田美代子
さん（情報ネットワークグループ「リ
エゾン」）
▽対象　市内の小学校３年生～中学
生＝20人
▽参加料　1,000 円
※応募者が少ない場合は開催しない
ことがあります。
■問 12月８日までに、直接来館するか、
はがき、ファクスまたはEメール（住
所・氏名〈ふりがな〉・性別・電話番
号・学校名・学年・保護者氏名・活
動を通して目指したい姿を記入）で、
中央公民館（〒 036・8356、下白
銀町 19 の ４、☎ 33・6561、 ■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

アロマせっけん作り体験教室

▽とき　平成31年１月 11日（金）
　　　　午後１時30分～３時
▽ところ　鰐 come（大鰐町大字大
鰐字川辺）研修室

▽対象　弘前市他圏域７市町村に在
住する小学生＝30人程度
※小学校３年生以下は保護者同伴。
▽参加料　800円
▽申し込み方法　12月 14日（当日
消印有効）までに、はがきかＥメー
ル（①郵便番号・住所、②氏名〈ふ
りがな〉、③学年・年齢、④保護者氏名、
⑤電話番号を記入）で申し込みを。
※１回の応募で２人まで申し込み
可。応募者多数の場合は抽選で決定
し、12月21日に結果を通知します。
■問津軽広域連合「アロマせっけ
ん作り体験教室係」（〒 036・
8003、駅前町９
の20ヒロロ３階、
☎ 31・1201、
■Ｅ r e n g o u @
tsugarukoiki .
jp）

高齢者健康トレーニング教室

　６種類のトレーニングマシンを
使った軽い負荷による運動プログラ
ムです。専門のスタッフがサポート
しますので、健康増進、介護予防に
ご利用ください。
▽とき　毎週月曜日～土曜日の①午
前８時50分～、②午前９時50分
～、③午前10時 50分～、④午後
１時40分～、⑤午後２時40分～、
⑥午後３時 40分～（いずれも 40
分程度）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階高
齢者健康トレーニング教室
▽利用期間　平成 31年１月～６月
（週１回。利用開始から最長６カ月間）
▽対象　65歳以上の市民＝100 人
▽申し込み方法　12月７日（必着）
までに、往復はがき（住所・氏名・
年齢・電話番号・利用希望曜日と利
用希望時間〈第１希望から第３希望
まで〉を記入）で申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定（新
規利用者を優先）。12月中旬以降、
結果を郵送します。教室は、ヒロロ
のほか、ロマントピア（水木在家字
桜井、☎ 84・2236）や温水プー
ル石川（小金崎字村元、☎ 49・
7081）でも実施しています。詳し
くは各教室に問い合わせを。
■問高齢者健康トレーニング教室
（〒036・8003、駅前町 9 の 20、
☎ 35・0161）

 

休日在宅当番
▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、
消防本部の救急病院案内専用電話
（☎ 32・3999）へお問い合わせく
ださい。
◎日程は変更となる場合があります
ので、あらかじめ当番医にご連絡く
ださい。

内　科
12／2 五日市内科医院
（植田町）

☎35・4666

9 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37・2070

16 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

耳鼻咽喉科・眼科
12
 ／16

坂本耳鼻咽喉科医院
（南瓦ケ町）

☎33・6373

24 あらいこどもクリニッ
ク／眼科クリニック
（城東中央４）

☎27・2233

31 福島耳鼻咽喉科
（百石町）

☎32・5032

おおた眼科（駅前町） ☎38・2333

歯　科
12／2 野村歯科医院（西川岸町）☎32・8695
9 ほくおう・歯科医院
（北横町）

☎33・4618

16 大町歯科医院（大町３）☎31・7275
23 城西歯科クリニック
（五十石町）

☎33・6680

24 さくらデンタルクリニ
ック（城東北３）

☎26・1188

30 三和歯科クリニック
（中野４）

☎87・7070

31 松野歯科医院
（上瓦ケ町）

☎37・8148

関歯科医院（和泉１） ☎26・2789

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  172,447人　   （－    103）
　 男　　  79,010人　   （－              61）
　 女　　  93,437人　   （－              42）
・世帯数　 71,891世帯   （＋              47）
平成 30年 10月１日現在（推計）


