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短歌をつくろう

▼とき　９月 12 日（土）、午
後１時30分～４時 30分
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼内容　NHK学園短歌講師に
よる、初心者にもわかりやすい
短歌の作り方講座
▼対象　中学生以上＝15人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 16 日
（日）から、電話または弘前図
書館カウンターで申し込みを。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

東北女子短期大学公開講座

▼日程　９月 12 日（土）、①
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
…「手軽な夏のおやつ作り」、
②午前 10 時～ 11 時 30 分…
「新聞紙でつくってあそぼう！」
／９月19日（土）、③午前10
時 30 分～ 11 時 30 分…「子
どもと言葉の出会いを楽しい
ものに！」／９月 26日（土）、
④午前９時～正午（１人30分）
…「楽しく弾こう！子どもの歌
のピアノレッスン」（個別のレッ
スン）、⑤午前 10 時～ 11 時
30分…「心理学入門」
▼ところ　東北女子短期大学
（上瓦ケ町）
▼対象　①高校生以上＝ 20
人、②高校生＝ 20人、③中学

生・高校生＝ 30人、④高校生
＝６人、⑤高校生以上＝20人
▼受講料　① 300 円、②③④
⑤無料
※詳しくはホームページをご覧
ください。
▼申し込み方法　ホームページ
かEメールまたはファクス（希
望講座名・氏名・住所・電話番
号を明記）で申し込みを。応募
多数の場合抽選となります。
※そのほか出前講座も行ってい
ます。詳しくはホームページを
ご覧ください。
■■問問 東北女子短期大学地域文
化センター公開講座係（☎
32-6151、■Ｆ 32-6153、■Ｅ  
tibunsen@toutan.ac.jp、■Ｈ  
http://www.toutan.ac.jp）

市民ボランティアによる
パソコン講座

　学ぶ市民のためのパソコン講
座です。

【インターネット講座】
▼とき　９月 25日（金）・10
月２日（金）の午前 10時～午
後３時
※２日間で１セットです。
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　インターネットの利用
方法など
▼対象　文字入力およびキー
ボード・マウスの操作ができる
市民＝16人（先着順）

▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、昼食
※マスク着用での参加を。
■■問問８月 23日（日）以降に、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）へ申し込みを。

第 37 回「おはなしと読み
聞かせ講習会」

▼とき　９月26日（土）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼ 内 容　JPIC 読書アドバイ
ザーによる絵本の読み聞かせ実
技、実演方法。図書館での読み
聞かせボランティアの活動内容
紹介。
▼講師　髙嶋敬子さん
▼対象　読み聞かせに興味のあ
る人＝おおむね10人
▼参加料　無料
▼持ち物　絵本１冊
▼申し込み方法　８月 21 日
（金）から、電話または弘前図
書館カウンターで申し込みを。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

手話奉仕員養成講座（入門編）

▼とき　10 月１日
～令和３年３月 11
日の毎週木曜日（12
月 24 日・31 日、
２月 11日を除く）、

午後７時～８時 30 分（計 21
回）と体験学習（１回）
▼ところ　社会福祉センター
（宮園２丁目）
▼対象　高校生以上＝ 25人程
度（先着順）
▼受講料　無料（別途テキスト
代3,300円が必要）
▼申し込み方法　９月 10 日
（木・必着）までに、往復はが
きに、（住所・氏名〈ふりがな〉・
年齢・職業・電話番号・ファク
ス番号を記入）で身体障害者福
祉センターへ。
※受講の可否は返信用はがきで
通知します。
■■問問 身体障害者福祉センター
（〒 036-1313、賀田字大浦
４の１、☎ 88-6761、■Ｆ 88-
6762、月曜日を除く午前８時
30分～午後５時）

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
ご活用ください。
▼とき　毎週月曜日～土曜日の
①午前８時 40分～、②午前９
時 40 分～、③午前 10 時 40
分～、④午後１時 50分～、⑤
午後２時 50分～、⑥午後３時
50分～（いずれも50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　10月～翌年３月
（週１回。利用開始から最長６
カ月）
▼対象　65 歳以上の市民＝
100人
▼申し込み方法　９月７日（月・
必着）までに、往復はがき（住
所・氏名・生年月日・電話番号・

利用希望曜日と時間〈第１希望
から第３希望まで〉を記入）で
申し込みを。
※家族や友人同士での応募は、
はがき１枚に連名で記載可。応
募多数の場合は抽選で決定（新
規利用者を優先）し、９月中旬
以降結果を郵送します。
■■問問高齢者健康トレーニング教室
（〒 036-8003、駅前町９の
20、☎ 35-0161）
※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。

IT 活用力セミナー

① IT 新技術入門
▼とき　10月９日（金）
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼受講料　3,300円
▼申込期限　９月25日（金）
②パワーポイントの業務活用
▼とき　10月 13日（火）
▼ところ　I･M･S弘前教室（土
手町）
▼受講料　2,200円
▼申込期限　９月29日（火）
～共通事項～
▼時間　午前９時 30分～午後
４時30分
▼対象　企業（事業主）からの
指示による在職者（事業主本人
も可）＝各15人（先着順）
▼申し込み方法　申込書をファ
クスか Eメールで提出してく
ださい。申込書はホームページ
からダウンロードできます。
■■問問ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、■Ｆ 017-
777-1187、■Ｅ aomor i -

se i san@jeed .or. jp、■Ｈ
https://www3.jeed.or.jp/
aomori/poly/）

第 59 回弘前市子どもの祭典
中止のお知らせ

　11月 3日（火・祝）に開催
を予定していた「弘前市子ども
の祭典」は、新型コロナウイル
ス感染症により安全な開催が困
難であると判断したことから、
中止します。
　開催を心待ちにしていた皆さ
まには誠に申し訳ありません
が、ご理解いただけますようお
願いします。
■■問問弘前市子どもの活動支援会事
務局（中央公民館内、☎ 33-
6561、火曜日は休み）

排水設備工事責任技術者試験

▼とき　11月 19日（木）、午
後２時～（受け付けは午後１時
30分～１時 50分）
▼ところ　青森県武道館（豊田
２丁目）
▼受験料　8,000 円（振込手
数料を除く）
▼申し込み方法　９月１日（火）
～ 30日（水）の平日に、上下
水道部営業課給排水係（賀田１
丁目、岩木庁舎１階）で申込書
の配布と受付を行います。受験
資格等についてはお問い合わせ
ください。
▼合格発表　12月 11日（金）
の午前９時に上下水道部窓口に
合格者一覧を掲示します。
■■問問上下水道部営業課（☎ 55-
6895）
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