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　弘前の身近な話題を交えなが
ら、気象予報士の仕事、天気予
報の用語、天気図の見方、災害
への備えなどを学びます。
▼とき　９月26日（日）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階大会議室
▼講師　長尾純一さん（FMア
ップルウェーブ気象予報士・防
災士）
▼対象　市民＝40人（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　９月 19 日
（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。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）

　家庭にある使い
古しのタオルや手ぬぐいで、布
ぞうりを作ってみませんか。
▼とき　10 月９日（土）、午
前９時30分～午後３時
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼講師　尾崎行雄さん
▼対象　中学生以上＝10人
▼参加料　無料
▼持ち物　タオル４枚（フェイ
スタオルの大きさ〈35cm×
80cm程度〉、色付きが望まし
い）、裁ちばさみ、昼食、飲み物
※作業がしやすい服装で参加を。
▼申し込み方法　９月 24 日
（金・必着）までに、往復はが
き（教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で申し込みを。
※往復はがき１枚につき２人ま
で応募可。応募多数の場合は抽
選で決定し、10月１日（金）ま
でに抽選結果をお知らせします。

布ぞうり作り教室

詳細はプラザ棟ホー
ムページ（右のQR
コード）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〈月曜日が祝日の場
合は翌日〉は休み）

　パソコンを体験したい視覚障
がい者のための講習会です。
▼とき　10 月９日（土）・10
日（日）の①午前10時～正午、
②午後１時～３時
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）
▼対象　パソコン初心者の視覚
障がい者（会場まで通える人）
※付き添いの人の同席も可。
▼募集人数　各時間２人まで
※申し込み状況によっては１日
の受講も可能。
■■問問 10月１日（金）までに青森
県身体障害者福祉センターねむ
のき会館（☎017-738-5033、
午前９時～午後４時45分）へ。

　聴覚障がい者の意
思疎通の手助けをす
る手話奉仕員を目指
しませんか。
▼とき　10 月９日～来年１月
29日の毎週土曜日（10月 30
日、11月 13日、12月 11日、
25日、１月 15日を除く）、午
後１時～４時15分
▼ところ　弘前市社会福祉セン
ター（宮園２丁目）
▼対象　手話に興味があり、あ
いさつや自己紹介ができるよう
になりたい高校生以上の人＝
20人程度（先着順）
▼受講料　無料（別途テキスト

視覚障害者パソコン講習会

手話奉仕員養成講座（入門編）

代3,300円が必要）
▼申し込み方法　９月 24 日
（金・必着）までに、往復はが
き（住所・氏名〈ふりがな〉・
年齢・職業・電話番号を記入）
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、■■ＦＦ 88-6762、月
曜日は休み）

　今回は目や耳の不自
由な人も一緒に楽しめ
るバリアフリー映画会です。
▼とき　10 月９日（土）、午
後１時 30分～４時（開場は午
後１時～）
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼内容　映画「天国からのエー
ル」の上映会
▼定員　25人（先着順）
■■問問９月20日（月・祝）の午前９
時 30 分から、電話（☎ 32-
3794）または弘前図書館受付
で申し込みを。

教室・講座

▼とき　９月16日（木）
　　　　午前10時～ 11時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼内容　弘前ねぷた文献登場
300年の歴史と誇り
▼講師　檜山和大さん（津軽藩
ねぷた村）
▼対象　おおむね 60歳以上の
市民＝30人程度（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　９月 13 日

弘前ライブラリーシネマ

ベテランズセミナー

（月）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。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）

　悩みを持った子どもの心の声
を聴く、電話の受け手ボランテ
ィア養成講座（全10回）です。
▼とき　９月 18 日（土）、第
１回 =午前 10 時～正午、第
２回=午後１時～３時
※毎週土曜日に２講座ずつ開
催。第３回以降の日程などは問
い合わせを。
▼開催方法　第１回～第８回
=オンライン開催（会議シス
テム「Zoom」を使用）、第９回・
第 10 回 =ロールプレイのた
め、少人数による会場での講座
※オンライン講座を会場で受講
したい人は相談を。
▼対象　18歳以上
▼受講料　１回 1,000 円（学
生は300円）
▼申し込み方法　９月 16 日
（木）までに Eメール（氏名・
電話番号を記入）で申し込みを。
■■問問チャイルドラインあおもり
事務局（■■ＥＥ cl.aomori2007@
gmail.com）

チャイルドライン
ボランティア養成講座

【チンドン寺町一座　弘前公演】
　アクティブシニアの活躍事例
として、岩手県大船渡市で活動
する『チンドン寺町一座』のパ
フォーマンスを鑑賞します。
▼とき　９月20日（月・祝）
　　　　午前11時～正午
※駐車場で実施するため、来場
には公共交通機関等の利用を。
▼参加料　無料
▼定員　20人（先着順）
▼申込期限　９月17日（金）
【エンディングノート書き方セ
ミナー】
　実際にエンディングノートを
使って作成のコツを学びます。
▼とき　９月 25 日（土）、午
後１時30分～２時 30分
▼参加料　550 円（テキスト
代として）
▼定員　８人（先着順）
▼申込期限　９月24日（金）
～共通事項～
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼対象　50歳以上の人
※50歳未満の人は要相談。
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）

【気象予報士が教える
お天気よもやま話】

アクティブシニア向け講座

現代セミナーひろさき
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316

弘こ

図書館休館日

※変更となる場合があります。
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ロマントピア天文台 ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★定例観察会「木星・土星・月面」
▼とき　18日（土）
　　　　午後7時～ 9時
▼入館料 無料（市民以外は
有料）
▼通常開館時間　午後１時～
９時30分
■■問問ロマントピア天文台（水木
在家字桜井、☎84-2233）


