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　世界遺産「白神山地」のブナ
林を再生するため、緩衝地帯周
辺の生育不良な杉林地の除伐や
植樹ブナ周辺の下草刈りなどの
作業と、原生ブナ林の観察会を
行います。
▼とき　９月18
日（土）の午前
８時～19日（日）
の午後５時30分
▼ところ　白神山地内奥赤石
（櫛石山登山口）
▼内容　枯損木（こそんぼく）
などの除伐、除去、下草刈り、
植樹、自然観察会
▼定員　30人（先着順）
※未成年の人は保護者の同意が
必要。
▼参加料　500 円（損害保険
料等として当日徴収）
▼持ち物　寝袋、食料など
※詳しくは問い合わせを。

白神山地ブナ林再生事業と
自然観察会

▼申し込み方法　９月７日（火）
までにファクスまたはＥメール
（住所・氏名・生年月日・血液型・
電話番号を記入）で日本山岳会
青森支部（■■ＦＦ 44-7237、■■ＥＥ
f.kazumoto@gmail.com）へ
申し込みを。
■■問問日本山岳会青森支部（福士さ
ん、☎090-3095-6297）

【第２弾「はじめよう！自分に
Fit！な毎日快調フィットネス」】
　人それぞれ、体に合った運動
方法は異なります。自分の体に
適した、毎日気軽に続けられる
運動方法を習得してみません
か。運動だけでなく、健康習慣
に関するミニ講話もあります。
▼とき　９月19日（日）、午
前 10 時～ 11 時 30 分（受け
付けは午前9時 30分から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール

弘前リードマン
健康寿命延伸事業

▼講師　八木橋喜代治さん（弘
前リードマン、ひろさき健幸増
進リーダー会会長）
▼対象　市民＝50人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　運動靴、汗拭きタオ
ル、水分補給用の飲み物
※動きやすい服装で参加を。
▼申し込み方法　９月 10 日
（金・必着）までに、市内の公
共施設に設置されているチラシ
裏面の参加申込書（氏名、連絡
先などの必要事項を明記）を、
郵送、持参またはファクスで提
出を（Ｅメール、電話での申し
込みも可）。
■■問問市民協働課協働推進係（〒
036-8551、上白銀町１の１、
市役所２階、☎ 40-7108、■■ＦＦ
35-7956、■■ＥＥ shiminkyoudou
@city.hirosaki.lg.jp）

【組子（くみこ）を体験しよう】
▼とき　９月 26日（日）の①
午前 10時 30 分～正午、②午
後１時30分～３時
▼内容　伝統技術・組子の 4
つの模様「麻の葉」、「重ね輪胴
（りんどう）」、「胡麻幹（ごまが
ら）」、「雪の結晶」のいずれか
を制作
▼対象　小学生以上＝各回 20
組（小学生は保護者同伴）
▼参加料　1,000円
▼申し込み方法　9月4日（土）
から、電話か市民文化交流館窓
口で申し込みを。
【津軽塗の職人気分を体験しよう】
▼とき　９月 26日（日）の①
午前11時～正午、②午後2時
～ 3時
▼内容　研ぎ出し体験（ステン
レス製スプーンまたはフォー
ク、ミニキャニスター缶、スラ
イドミラーから1つ選択）
▼対象　小学生以上＝各回 15

伝統技術を体験しよう！

組（小学生は保護者同伴）
▼参加料　1,500円
▼申し込み方法　９月５日（日）
から、電話か市民文化交流館窓
口で申し込みを。
※作品は制作後につや加工を施
し、後日、市民文化交流館の窓
口で引き渡します。
～共通事項～
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
※詳しくはヒロロスクエアホー
ムページ（http://www.hiro
rosquare.jp）で確認を。
■■問問市民文化交流館（ヒロロ３階、
☎ 35-0154、午前８時 30 分
～午後９時）

▼とき　９月２日（木）・16
日（木）の午後１時 30分～２
時 30分
▼ところ　温水
プール石川（小
金崎字村元）研
修室
▼内容　下半身
に効く、高齢者
向けのやさしい
フラダンス
▼講師　田中希生子さん（フラ
スタジオモアニ主宰）
▼対象　65歳以上の市民＝各
回12人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　タオル、飲み物、動
きやすい服装
▼申し込み方法　9月2日（木）
開催分は８月20日（金）から、
9月 16日（木）開催分は9月
3日（金）から申し込みを。
■■問問 温水プール石川（☎ 49-
7081）

いやしのフラダンス教室

【就労による自立の支援】
　講座を受講して、ビジネスス
キルを学びながら就労への不安
を解消し、求職活動にチャレン
ジしてみませんか。
　平成 29年度に本講座を開始
して以来、39人が受講し、33
人が就労しました。講座修了後
も就労やその後の職場への定着
まで、計画的かつ一貫した支援
を提供しています。
▼講座期間　9 月 10 日（金）
～11月 26日（金）
▼ところ　Ｉ・Ｍ・Ｓ（土手町）
▼内容　パソコン基本操作（ワ
ード・エクセル等）、コミュニ
ケーション技法、マナー、ワー
クショップ、職場見学、就労体
験など
▼対象　市内に在住の就労経験
が少ない人や離職を繰り返した
経験がある人など、仕事に不安
がある人＝５人程度（申し込み
多数の場合は選考で決定）
▼受講料　2,200 円（テキス
ト代）
▼申し込み方法　9月3日（金）
までに、申込用紙の提出を。
※申込用紙はヒロロ（駅前町）
３階就労自立支援室に備え付け
ています。
■■問問ひろさき生活・仕事応援セン
ター（就労自立支援室内、☎
36-3776、■■ＦＦ 35-2929）

就労準備講座

 教室・講座

　災害時に自分
を守るための防
災知識を、親子
で楽しみながら
学びます。
▼とき　９月 12 日（日）、午
前10時 30分～正午
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼内容　防災クイズ、自宅避難
の心得、自助力アップ献立作成
のポイント、ヒミツの保存食
▼講師　防災士、市消防団女性
分団
▼対象　小学生とその保護者
▼参加料　無料
※詳しくはヒロロスクエアホー
ムページ（http://www.hiro
rosquare.jp）で確認を。
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154、午前８時 30 分～午後
９時）

親子で楽しく学ぼう！
私たちの防災

【将棋教室・プロ棋士指導対局会】
▼とき　９月11日（土）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）
３階多世代交流室１・２
▼講師　行方尚史九段（日本
将棋連盟）、北畠悟青森県将棋
連盟師範、奈良岡実青森県将
棋連盟師範
▼申し込み方法　事前に申し
込むか当日会場で受け付けを。
【記念大会】
▼とき　９月12日（日）、午前10時～（受け付けは午前９時30分から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４階市民文化交流館ホール
▼審判長　行方尚史九段（日本将棋連盟）
▼参加料　1,500円（高校生以下は500円）
▼申し込み方法　当日会場で受け付けを。
▼その他　各クラス３位まで入賞／Ｃクラス優勝者には初段位授与／対局
が早く終了した人はプロ棋士・県連師範の指導対局が受けられます。
～共通事項～　プロ棋士や師範が変更となる場合があります。

時間 場所 対象 参加費
① 入 門 教
室 午後２時～

３時30分

多世代
交流室１

これから将棋を覚えたい小学生～高
校生とその家族＝14人（先着順） 無料② レ ベ ル

アップ教室
多世代
交流室２

棋力向上を目指す小学生～高校生＝
19人（先着順）

③指導対局
会・棋力検
定会

午後４時～
５時30分

多世代
交流室２

プロ棋士の直接指導を望む人、棋力
認定希望の人＝15人（先着順）

1,000円
（高校生以
下は無料）

クラス区分

Aクラス 三段以上

Bクラス 初段・二段

Cクラス 無段

Dクラス 小学生の
初級者

■■問問 青森県将棋連盟（☎ 017-
775-7744）

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　167,285人
 　男  　  76,519人 　男  　  76,519人
 　女 　女 　    　   90,766人90,766人

令和３年７月１日現在（推計）令和３年７月１日現在（推計）
・世帯数  72,443世帯　・世帯数  72,443世帯　

（-109）（-109）
（-37）（-37）
（-72）（-72）
（-2）（-2）


