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【パソコン講座相談会】
　今まで本講座を受講した中で
出てきた疑問点や、分からない
ことにお答えします。
▼とき　10月 15日（金）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼対象　これまでに本講座を受
講した人
▼相談料　無料
▼持ち物　本講座の修了証、（あ
れば）受講時に使ったテキスト
（ノートパソコン持ち込み可）
※詳しくは問い合わせを。
■■問問９月12日（日）以降に、電話
か来所で学習情報館（総合学習
センター内、☎26-4800）へ。

▼とき　① 10 月
15 日（金）の午
後１時 30 分～、② 10 月 21
日（木）の午後１時30分～
▼ところ　①スポカルイン黒石
（黒石市ぐみの木３丁目）大会
議室、②ヒロロ（駅前町）４階
市民文化交流館ホール
▼テーマ　「成年後見制度の実
際と活用」
▼講師　①山口最史さん（弁護
士）、②竹中孝さん（弁護士）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　10 月８日
（金）までに、ファクスまたは
Eメール（住所・氏名・電話番
号・参加する日程を記入）で申
し込みを。
■■問問弘前圏域権利擁護支援センタ
ー（☎26-6557、■■ＦＦ 40-2768、
■■ＥＥ h8-kenri@titan.ocn.ne.jp、
日・月曜日は休み）

市民ボランティアによる
パソコン講座

弘前圏域成年後見制度
普及・啓発講座

その他

　りんご園の敷きわらや、家庭
菜園などに使う稲わらを無料で
提供する「稲わらふりーでん」
を、９月末頃から実施予定です。
　希望する人には提供場所の地
図を送付しますので、直接現地
においでください。
　申込時に、必要な稲わらの量
をお知らせください。
▼申込期限　９月10日（金）
※確保できる量によって、提供
量を制限する場合があります。
■■問問農政課農産係（☎40-0504）

　相馬地域の食材を
使った、オリジナ
ルの菓子や惣菜の
開発に挑戦しませ
んか。アイデアを出し合
って商品化を目指す女性グルー
プメンバーを募集します。
▼主な活動場所　相馬総合支所
▼活動内容　相馬地域の豊かな
食材をPRするため、定期的な
打ち合わせや試作を行い、加工
品の開発・商品化を目指します。
▼対象　活動場所に自分で通え
る高校生以上の女性
※交通費等の手当はありません。
■■問問 相馬総合支所総務課（☎
84-2111）

　先輩農家の話を聞きながら一
緒に農作業を体験し、今後の進
路を考えてみませんか。
▼とき　９月 18 日（土）、午
前９時～午後４時30分

「稲わら」を活用しませんか

相馬の食材で加工品開発

学生のための
１日就農体験

▼集合・解散場所　JR 弘前駅
▼対象　県内の高校生、大学生、
営農大学校生＝５人程度
▼参加料　無料
▼先輩農家　平井秀樹さん（果
樹農家）
▼持ち物　飲み物、タオル、昼
食、雨具
▼申し込み方法　９月 16 日
（木）までにファクスまたは E
メール（氏名・住所・電話番号
を明記）で申し込みを。
■■問問ひろさき農業総合支援協議会
（農政課内、☎ 40-0767、■■ＦＦ
32-3432、■■ＥＥ ninaite@city.
hirosaki.lg.jp）

　郷土史と日本史の基礎知識を
勉強しながら、古文書を楽しく
解読します。自分の研究テーマ
を発表したい人も募集中です。
▼とき　毎月第１・第３日曜日
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
▼年会費　2,000 円（令和４
年３月まで）
▼申し込み方法　電話または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。
■■問問弘前郷土史と古文書研究会
（田沢さん、☎090-8013-3947、
■■ＥＥ qqe66y79@sunny.ocn.
ne.jp）

　地方移住に興味がある人を対
象に、弘前市内でリモートワー
クをしながら暮らしを体験する
移住体験モニターの参加者を募
集します。首都圏に弘前への移
住を検討している知り合いがい

弘前郷土史と古文書研究会
の会員募集

リモートワーク移住体験
モニター参加者募集

る人は周知のご協力をお願いし
ます。
▼モニター期間　９月１日（水）
～ 12月 27 日（月）のうち４
泊５日～13泊 14日
▼対象　弘前市へのUターン
を検討中の会社員、フリーラン
スの人＝15人程度
▼宿泊先　市内ホテルまたは移
住お試しハウス（自己負担なし）
▼交通費　居住地の最寄り駅か
ら弘前駅までの交通費は 5万
円まで助成
※参加には一定の要件がありま
す。申し込み方法など詳しくは
弘前移住情報サイト
「 弘 前 ぐ ら し 」
（https://www.hiro
sakigurashi.jp/）で確認を。
■■問問企画課人口減少対策担当（☎
40-7121）

　弘前駅より徒歩
９分。スーパー、
コンビニ、ドラッ
グストア、保育園、
小学校、各種医療機関が徒歩５
分以内に位置した、市が管理す
る利便性の良い賃貸住宅です。
▼所在地　代官町67の１
▼物件概要　鉄筋コンクリート
造８階建
▼月額使用料　１LDK＝５万
800 円～５万 8,900 円 ／２

弘前駅前北地区
都市再生住宅の入居者募集

LDK ＝５万 9,600 円～７万
1,300円（所得額により異なる）
▼共益費（月額）　2,000 円
▼敷金　使用料の３カ月分
▼設備　オール電化／システム
キッチン／各戸専用物置／エレ
ベーター
▼その他　所得要件あり／駐車
場は民間事業者と別途契約／入
居は令和９年９月まで／申し込
み資格や必要書類など、詳しく
は市ホームページで確認を
■■問問都市計画課（☎34-3233）

　弘南鉄道では、10月１日（金）
までの期間限定で、弘南線・大
鰐線の６か月定期（通勤・通学）
を正規運賃の 20％相当引きで
購入できる特別割引キャンペー
ンを実施中です。利用開始日の
５日前までに、弘南鉄道弘南線・
大鰐線の駅窓口で申し込みを。
▼対象　弘前市・黒石市・平川
市・大鰐町・田舎館村に在住で、
昨年４月以降に弘南鉄道の６か
月以上の定期券を購入したこと
がない人
〇定期を継続利用している皆さ
んへ…日頃の感謝を込めて、弘
南線・大鰐線全区間の往復無料
乗車券を差し上げます。お気軽
にお問い合わせください。
■■問問 弘南鉄道営業課（☎ 44-
3136）

弘南鉄道で定期特割
キャンペーン実施中

　マイナンバーカードを申請し
た人には交付通知書を送付して
います。交付通知書が届いたら、
交付通知書・本人確認書類・通
知カード（お持ちの場合）を持
参の上、交付通知書に記載の場
所で受け取りをお願いします。
　マイナポイント事業のポイン
ト予約・申請期限は 12月末ま
での予定です。
　申請した人で、交付通知書を
受け取っていない人や紛失した
人はお問い合わせください。
■■問問マイナンバーカード普及促進
対策室（☎40-0506）

　中南地域県民局で
は、各産直施設から
生中継で旬の農産物
や売れ筋商品などを紹介する
「産直レポート」を FMアップ
ルウェーブ（周波数78.8MHz）
で放送しています。ぜひ放送を
聴いて、気になった産直施設に
足を運んでみてください。
▼放送日時　11 月 25 日まで
の毎週木曜日、午後２時～
※変更になる場合があります。
■■問問中南地域県民局農業普及振興
室（☎33-2902）

マイナンバーカード申請後の
受け取りはお済みですか

FMアップルウェーブで
「産直レポート」放送中！
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　先輩農家の話を聞きながら一


