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　くずし字の基本を学んで、一
緒に古文書のワンダーランドを
探検しに出かけましょう。
▼とき　①８月７日、②８月
21 日、③９月４日、 ④９月
11日（いずれも土曜日）の午
前10時～正午
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階会議室
▼講師　渡辺麻里子さん（大正
大学文学部教授）
▼対象　小学生以上の市民（古
文書初心者）＝ 12人程度（先
着順）
▼参加料　300円（資料代）
▼申し込み方法　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。
■■問問図書館・郷土文学館運営推進
室（☎32-3794、■■ＦＦ 36-8360、
■■ＥＥ tosho@city.hirosaki.
lg.jp）

　日常でよく使われる
あいさつなどの手話単
語や指文字、「聞こえな
いこと」について学ぶ
初級の手話講座です。
▼と き　８月 14 日・28 日、

チョー初心者のための
くずし字講座

初めて手話を学ぶ人の
ための体験講座

９月４日・18 日・25 日（い
ずれも土曜日・全５回）の午後
１時30分～３時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼対象　県内在住の 16歳以上
の人＝10人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月 30 日
（金）までに、「中弘地区手話講
習会希望」と明記してはがきか
ファクス（住所・氏名・連絡先
を記入）で申し込みを。
■■問問青森県聴覚障害者情報センタ
ー（〒030-0944、青森市筒井
字八ツ橋76の9、☎017-728-
2920、■■ＦＦ 017-728-2921）

▼とき　８月 21日（土）の①
午前 10 時～ 11 時、②午前
10時～ 11時 30分
▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼講座名　①絵本の読み聞かせ
講座、②心理学入門～良い人間
関係を築くヒント～
▼対象　①高校生＝ 20人、②
高校生以上＝20人
▼受講料　無料
▼申し込み方法　８月 14 日
（土）までに、ホームページ、
Eメールまたはファクス（希望
講座名・氏名・住所・電話番号
を記入）で申し込みを。

柴田学園大学短期大学部
公開講座

※応募多数の場合は抽選で決定
／受講する人には、はがきで受
講票を送りますので当日持参を
／出前講座も行っています。詳
しくはホームページの確認を。
■■問問柴田学園大学短期大学部（☎
32-6151、 ■■ＦＦ 32-6153、 ■■ＥＥ
jc_chibunsen@shibata.ac.jp、
■■ＨＨ https://jc.shibata.ac.jp/）

　できるだけ水の使用を控えた
環境に優しい染めの技法でお気
に入りの布製品をオリジナルに
リメイクしてみませんか。
▼とき　①型紙作り＝８月21
日（土）の午前9時30分～正午、
②藍染めの体験＝８月 28日
（土）の午前９時30分～正午
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼講師　齊藤サツ子さん（青森
県環境パートナーシップセンタ
ー会員）
▼対象　小学校５年生以上＝
10人
※①と②の 2日間参加できる
人が対象／小学生の参加は保護
者の同伴が必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　藍で模様を入れたい
木綿製品（ハンカチ、布製バッ
グなど）
▼申し込み方法　８月６日（金・
必着）までに往復はがき（教室
名・住所・氏名・年齢・電話番

藍染め体験教室

号を記入）で申し込みを。
※往復はがき１枚につき２人ま
で応募できます／応募多数の場
合は抽選で決定し、８月 13日
（金）までに抽選結果をお知ら
せします／詳細はプラザ棟ホー
ムページ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/kankyo
seibi/plaza/) で確認を。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（〒036-8314、町田字
筒井６の２、☎36-3388、受け
付けは午前９時～午後４時、月
曜日〈祝日の場合は翌日〉は休み）

　学ぶ市民のための
パソコン講座です。

【ワード 2019 活用
による名刺作成講座】
▼とき　８月24日（火）・31
日（火）の午前10時～午後３時
※２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　ワープロソフト（ワー
ド2019）を使用した名刺作成
※ワード 2019 以外のバージ
ョンを使っている人は操作方法
が異なりますので、ご注意くだ
さい。
▼対象　文字入力およびキーボ
ード・マウスの操作（ウィンド
ウズの基本操作）ができる市民
＝16人

市民ボランティアによる
パソコン講座

▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、USB な
どのメモリ、昼食
▼申し込み方法　７月 18 日
（日）以降に、電話か学習情報
館窓口で申し込みを。
■■問問学習情報館（総合学習センタ
ー内、☎26-4800）

【パソコン講習会（個別指導）】
▼とき　９月 13 日（月）～
12月 13日（月）（全34時間）
▼ところ　パソコンスクール
ＪＯＹ（松ケ枝３丁目）
▼定員　10人

【調剤薬局事務講習会】
▼と き　９月 16 日～ 10 月
28日の毎週火・木曜日
▼ところ　アプリーズ（表町）
４階ニチイ学館弘前教室
▼定員　10人

【調理師試験準備講習会】
▼とき　９月６日（月）・７日（火）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼定員　本年度の調理師試験の
受験申し込みをした人＝４人

【介護職員初任者研修】
▼ と き　９月 27 日～ 12 月
27日の毎週月・水曜日
▼ところ　アプリーズ（表町）
４階ニチイ学館弘前教室
▼定員　若干名
～共通事項～
▼対象　ひとり親家庭の親、子、

ひとり親家庭等就業支援
講習会

寡婦（全日程に参加できる人）
▼受講料　無料（ただし教材費、
受験料は自己負担）
▼申し込み方法　８月 13 日
（金）までに、申込書に写真（縦
４cm ×横３cm）を貼付し、
こども家庭課へ提出を。
※申込書はこども家庭課で配布
しています／申し込み多数の場
合は抽選で決定。
■■問問こども家庭課（☎40-7039）

　青森県視覚障害者情報センタ
ーでは、視覚に障がいのある人
に、録音図書を貸し出ししてい
ます。専用の再生機（プレクス
トーク）やパソコン、スマート
フォン等の情報機器で聞くこと
ができる録音図書で、読書を楽
しんでみませんか。
▼とき　８月 26 日（木）、午
前 10 時～午後３時（1人 30
分から 1時間程度）
▼ところ　障害者生活支援セン
ター（土手町）
▼内容　プレクストークや音声
パソコンの体験
▼対象　市内または近隣市町村
に住んでいる視覚障がいの身体
障害者手帳を持っている人＝５
人程度
▼申込期限　７月30日（金）
■■問問青森県視覚障害者情報センタ
ー（☎017-782-7799）

視覚障害者情報機器操作
講習会

有 料 広 告 有 料 広 告

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　167,394人
 　男  　  76,556人 　男  　  76,556人
 　女 　女 　    　   90,838人90,838人

令和３年６月１日現在（推計）令和３年６月１日現在（推計）
・世帯数  72,445世帯　・世帯数  72,445世帯　
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（-64）（-64）
（-41）（-41）
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