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▼ところ　宮園第三団地集会所
（青山５丁目）
▼対象　北地区の居住者
▼参加料　無料
※講座は事前の申し込みは不
要。相談会の参加希望者は９月
30日（月）までに、事前の申
し込みを（当日参加も可）。詳
しくは、北地区の回覧板か、市
ホームページをご覧ください。
■問建築指導課（☎40-0522）

「犬と散歩ができる公園」
愛犬マナー講習会

　リードを持った
歩き方など実技を
交えながら講習し
ますので、愛犬と
一緒にぜひご参加ください。
▼とき　10月６日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▼ところ　駅前北公園（駅前２
丁目）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。当日
は、公園内に駐車可。なお、雨
天時は中止の場合あり。
■問公園緑地課（☎33-8739）

ほっと・ぼらんてぃあ

　気軽に誰でも参加できるボラ
ンティア講座です。
▼とき　10月 19日（土）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室１
▼テーマ　「学習会と子ども食
堂」～弘前市を担う未来の子ど
もたちに、夢と希望を！～
▼講師　工藤真さん（弘前こど
も応援隊マザーフィールド職員）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター
（市民参画センター内、☎ 38-
5595）

高岡の森弘前藩歴史館
ロビーコンサート

▼とき　９月 28 日（土）、午
後２時30分～３時 30分
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼内容　薩摩琵琶の弾き語りと
弘前藩に伝わる錦風流（きんぷ
うりゅう）尺八の演奏
▼出演　平尾鶴朋さん
▼定員　30人（先着順）
※事前の申し込みは不要。
▼参加料　無料（観覧料が必要）
▼観覧料 　一般＝ 300円、高
校・大学生＝ 150 円、小・中
学生＝100円
※障がい者、65歳以上の市民、
市内の小・中学生や留学生、ひ
ろさき多子家族応援パスポート
を持参の人は無料。年齢や住所
を確認できるものの提示を。
■問高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

郷土文学館の催し

【文学散歩「太宰治ゆかりの地
を訪ねて」】
▼とき　10 月５日（土）、午
前９時30分～ 11時 30分
※小雨決行。
▼集合　太宰治まなびの家（御
幸町）
▼解散　弘前大学（文京町）構内
▼内容　太宰治・安岡章太郎・
加藤謙一らのゆかりの地を散策
▼講師　斎藤三千政さん（郷土
文学研究家）
▼定員　30人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、雨具、歩き
やすい服装
▼申込期限　９月30日（月）
※終了後、アンケートにご協力
を。イベントに関する保険は主
催者で加入済み。

【ラウンジのひととき～マンド
リン＆ギターコンサート～】
▼ と き　10 月 ５ 日
（土）、午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館
（下白銀町）
▼出演　古川里美さん、今井正
治さん
▼観覧料　高校生以上＝ 100
円／小・中学生＝50円
※障がい者、65歳以上の市民、
市内の小・中学生、外国人留学生、
ひろさき多子家族応援パスポー
トを持参の人は無料。年齢や住
所を確認できるものの提示を。
■問郷土文学館（☎37-5505）

交通安全セミナー

▼とき　９月30日（月）
　　　　午後１時30分～４時
▼ところ　弘前モータースクー
ル（和泉１丁目）
▼内容　講話、安全運転サポー
ト車乗車体験など
▼対象　普通免許を持っている
65歳以上の人＝30人程度（先
着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　９月 23 日
（月・祝）までに、申込用紙に
必要事項を記入し、ファクスま
たは最寄りの警察署に提出を。
※申込用紙は最寄りの警察署で
配布しています。
■問警察本部交通企画課高齢者交
通安全対策室 ( ☎ 017-723-
4211、■Ｆ 017-777-9988）

北地区空き家対策講座・
個別相談会

▼とき　10 月５日（土）、講
座＝午後２時～３時／相談会＝
午後３時～４時

 教室・講座

●弘前市役所　☎35-1111
●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先
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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、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
９日（水）…「イスラーム留学
生の弘前ぐらし①」／第２回＝
10月 23日（水）…「イスラー
ム留学生の弘前ぐらし②」
※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１回＝第３会議室、
第２回＝視聴覚室
▼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。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）

ベテランズセミナー

【縄文時代の暮らしと文化～縄
文遺跡群の理解のために～】
▼とき　10月 10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階中会議室
▼内容　発掘調査や土壌調査か
ら見えてくる縄文人の生活や文
化について
▼講師　上條信彦さん（弘前大
学人文社会科学部准教授）
▼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　10月９日（水）
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）

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】
▼とき　10月12日
（土）、午前９時30
分～午後３時
▼講師　尾崎行雄さん
▼対象　中学生以上＝20人
▼持ち物　使い古しのフェース
タオル４枚（色付き）、裁ちば
さみ、昼食、飲み物、作業しや
すく汚れてもいい服装
▼申し込み受け付け　９月 29
日（日）から

【プロが教えるかんたん楽しい
秋のエコクッキング教室】
▼とき　10月 19日（土）、午
前９時30分～正午
▼内容　きつね包み焼き・もみ
じごはんなど全4品
▼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）
▼持ち物　米 0.5 合、大皿１
枚（直径 25㎝程度）、おわん

１個、はし、エプロン、ふきん
▼申し込み受け付け　10 月５
日（土）から
～共通事項～
▼参加料　無料
■問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（町田字筒井、☎ 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〉と10月６日〈日〉は休み）

チョー初心者のための
くずし字講座

▼とき　10月20日（日）、11
月４日（月･休）・17日（日） ・
24日（日）  の午前10時～正午
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室（10 月 20
日は相馬地区で史跡見学）
▼講師　渡辺麻里子さん（弘前
大学人文社会科学部教授）ほか
▼対象　古文書初心者の小学生
以上の市民＝ 30人程度（先着
順）
※ 10月 20日のみ小学生は保
護者同伴。
▼参加料　300円（保険料等）
▼申し込み方法　10 月 11 日
（金）までに、電話かファクス
またはＥメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・年齢・電話番号を記入）
で、申し込みを。
■問 図書館・郷土文学館運営
推 進 室（ ☎ 32-3794、 ■Ｆ
36-8360、 ■Ｅ tosho@city.
hirosaki.lg.jp）

市のテレビ番組

パワーアップ！ひろさき子育て応援大作戦
　今年４月、ヒロロスクエアに開設されたひろさ
き子育て世代包括支援センター。妊娠から育児まで
トータルでサポートする仕組みなどを紹介します。
〇放送日　９月21日（土）
　　　　　午前11時 30分～ 11時 45分
〇放送局　青森朝日放送（ABA）


