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するほか、ホームページ（http://
www.hirogaku-u.ac.jp/）に掲載
します。
■問弘前学院大学学務課（稔町、☎
34・5211）

弘前大学大学院人文社会科学
研究科〈市民カレッジ〉
▽とき　４月13日・14日・20日
の午前10時20分～午後５時30分、
４月21日の午前10時～午後３時
▽ところ　弘前大学地域戦略研究所
（北日本新エネルギー研究門内、青
森市松原）青森サテライト教室
▽開講科目　青森地域企業の経営戦
略 （地域企業）
▽対象　４年制大学を卒業した人＝
若干名
▽受講料　１万 1,500 円（１科目
〈90分× 15回〉あたり）
▽申し込み方法　３月 29 日まで
に、電話かEメールで申し込みを。
後日、受講申込書などを郵送します。
※弘前教室でも開講しています。授
業内容などの詳細は、ホームページ
（http://human.cc.hirosaki-u.
ac.jp/jinbun/web/daigakuin/
sidenav/aomorisatellite.html）
をご確認ください。
■問弘前大学人文社会科学部教務担当
（ ☎ 39・3941、 ■Ｅ jm3941@
hirosaki-u.ac.jp）

ベテランズセミナー

▽とき　４月 11 日（木）、午前９
時30分～ 11時
▽ところ　弘前文化
センター（下白銀町）
２階大会議室
▽内容　開講式、講
演「ちゃかしこも も

つけもみんな いいけやぐ～たのし
いふる里ことば～」
▽講師　渋谷伯龍さん（方言研究家）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　４月８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・電話番号を記入）で申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

少年・少女発明クラブ

　科学実験や物づくり、アイデア工
作、見学などを通して、子どもたち
の夢と創造性を育てます。
▽とき　４月21日～翌年3月８日
の指定の土・日曜日（年間 20回）、
午前９時30分～ 11時 30分
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）工作実習室ほか
▽対象　市内の小学校３年生～中学
生＝36人（先着順）
▽参加料　年間4,000円（材料費・
保険料として）
▽申し込み方法　３月 30 日まで
に、はがき（住所・氏名・電話番号・
学校名を記入）で申し込みを。
■問少年少女発明クラブ事務局（福田
智好さん、〒036・8155、中野２ 
丁目 14の３、☎ 32・1667）

三省地区交流センター
「アメリカンフラワー作り講座」
▽とき　３月31日（日）
　　　　午前10時～午後 2時
▽ところ　三省地区交流センター
（三世寺字鳴瀬）
▽内容　アメリカンフラ
ワー（ワイヤと合成樹
脂を使ったアートフラ
ワー）で季節のお花（水
仙）を作ります
▽講師　石村みよしさん
▽定員　 10人（先着順）
▽参加料 　2,000 円
▽持ち物　昼食
■問３月 24日までに、三省地区交流
センター（☎ 95・3760、月曜日
は休館）へ。

弘前学院大学開放講義（前期）

　弘前学院大学では、開かれた大学
づくりの一環として、地域の皆さん
が学生と一緒に通常の講義を受講す
る「開放講義」を実施します。
▽期間　４月８日～８月７日
▽科目　日本のサブカルチャー、
ソーシャルワーク総論Ａ、医療概論
など
※１科目から受講できます。
▽受講料　無料（受講科目数にかか
わらず別途資料代2,500円が必要）
※駐車場は使用できませんので、公
共交通機関をご利用ください。
▽申し込み方法　３月19日～29日
（土・日曜日、祝日を除く）に、弘前
学院大学学務課窓口へ申し込みを。
※科目一覧・講義概要は窓口で配布

「オープンデータひろさき」
を市ホームページに移行

　市の行政データを公開している
「オープンデータひろさき」は、専
用ホームページから市ホームページ
に移行しました。今後は、市ホーム
ページ内「オープンデータひろさ
き（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/gaiyou/opendata/）」
をご利用ください。
■問企画課（☎35・1170）

４月から健康診査などの
実施期間が変わります
　市では、国民健康保険に加入して
いる 40歳以上 75歳未満の人と後
期高齢者医療制度加入者を対象に無
料の健康診査を実施しています。多
くの人に受診してもらうため、来年
度からの開始時期を早めます。対象
となる人は申し込みの上受診してく
ださい。

■問国保特定健診、国保人間・脳ドッ
ク…国保年金課国保運営係（☎
35・1116）／後期高齢者健診・
歯科検診…国保年金課後期高齢者医
療係（☎40・7046）

りんご黒星病対策を実施します

【りんご放任園緊急対策交付金】
　りんご黒星病のまん延防止を図る
ための交付金です。
▽対象　組織および運営に関する規
約がある地域の団体で、放任園の放
任樹の伐採・伐根および撤去を行う
団体
▽交付額　放任園状況調査・伐採等
に係る交渉経費＝１万 5,000 円／
放任樹処理対策経費＝４万 4,683
円（10アールあたり、放任樹の本
数により変更の場合あり）
【りんご黒星病耕種的防除対策事業】
　落葉処理や黒星病に感染した摘
果・摘葉の処理に係る人件費および
処理に要する機械借上げ料などに対
する補助金です。
▽対象　農家、農家で構成された２
戸以上の団体、農地所有適格法人
▽補助率　補助対象経費の２分の１
（面積に応じた上限あり）
■問りんご課（☎40・7105）
※この制度に関する予算について
は、３月の定例市議会で審議されま
す。予算案の可決をもって、制度を
実施します。

下水道の処理区域が
広がります
　公共下水道の処理区域が、４月１
日から広がります（対象…石川字野
崎・石川字長者森・三世寺字鳴瀬・
三世寺字色吉の各一部）。
　新たな処理区域の皆さんには、下
水道の接続などについてのお知らせ
を送付しますので、早めの水洗化に
ご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、

お問い合わせください。
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎、☎55・6895）

文化グループ会員募集

【書道愛好会】

▽活動日　第２・４水曜日の午前
10 時～ 11 時 50 分（変更の場合
あり）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階工作実習室
▽内容　漢字・かなの基礎的な練習、
年１回の作品展への出展
▽講師　肥後黄娥さん（北門書道会
理事）
▽募集人数　若干名
▽会費　月額3,800円
【アップルレディース】

▽活動日　毎週月・木曜日の午前
10時～ 11時
▽ところ　弘前文化センター大会議
室（変更の場合あり）
▽内容　エアロビクス
▽講師　会津孝子さん、小野郁子さん
▽募集人数　女性＝５人
▽会費　月額2,000円
▽持ち物　運動のできる服装、室内
用シューズ、飲み物、タオル
～共通事項～
▽申し込み方法　電話かファクス
（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で、申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、火曜日は休み）
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 その他
  

診 査 名 実施期間
国保特定健診
後期高齢者健診

４月25日
～翌年３月 15 日

国保人間ドック
４月15日

～翌年３月 15 日
※４月１日から予約
を受け付けます。

国保脳ドック ４月１日
～翌年３月 31 日

後期高齢者
歯科検診

５月１日
～翌年３月 31 日

▲手作りおもちゃ教室で記念撮影

 教室・講座
 

 


