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　大学教員や
学生からの話
題提供や資料
を使った、地
域づくり活動
に役立つ講座やワークショップ
です。
▼とき　１月12日（水）＝第
７回「新しいメディアとのつき
合い方―歴史学から考える―」
／１月26日（水）＝第８回「若
者の恋愛・性行動―少子化の要
因を根源から考える―」
※時間はいずれも午後６時30
分～８時。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
※会場でパブリックビューイン
グを開催するほか、Zoomによ
るオンライン形式でも開催。
▼講師　第７回＝永本哲也さん
（弘前大学人文社会科学部助教）
／第８回＝羽渕一代さん（同大
学同学部教授）
▼対象　市内および近隣市町村
に住む高校生以上＝30人
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼その他　６回以上参加した人
に、修了証を交付します。オン
ラインでの参加を希望する人
は、各自Zoomアプリ（無料）
をダウンロードしてください。
※詳しい内容は弘前大学人文社

地域未来創生塾＠中央公民館
会科学部地域未来創生センター
ホームページ（http://human.
cc.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）を
ご覧ください。
■■問問弘前大学人文社会科学部地
域未来創生センター（☎ 39-
3198、平日の午前９時15分
～午後５時）／中央公民館（☎
33-6561、火曜日は休み）

【エクセル 2019
入門講座】
▼とき　１月 17 日・24 日・
31日（いずれも月曜日）の午
前10時～午後３時
※３日間で１セットの講座。
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　表計算ソフト（エクセ
ル2019）を使用した基本的な
操作技術の習得
※エクセル 2019 以外のバー
ジョンを使っている人は操作方
法が異なる場合があります。
▼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（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、USB な
どのメモリ、昼食
■■問問 12 月 19 日（日）以降に、
学習情報館（総合学習センター
内、☎26-4800）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座

▼とき　１月 28 日（金）・２
月４日（金）・14日（月）・22
日（火）、午前 10 時～午後３
時（全４回）
▼ところ　弘前市保健センター
（野田２丁目）２階大会議室、
栄養指導室
▼内容　食育と健
康づくり、生活習
慣病予防について、
食品衛生、バランス食、栄養計
算など（調理実習、試食あり）
▼対象　全日程を受講でき、講
座修了後に食生活改善推進員と
して食育等のボランティア活動
に参加できる市民＝ 10人（先
着順）
※託児あり（２人まで）。
▼受講料　1,760 円（テキス
ト代として）
■■問問１月 14日（金）までに、健
康増進課健康づくり総合推進担
当（☎37-3750）へ。

　在職中の人を対象に試験対策
講習を実施します。
▼とき　２月 14日（月）・16
日（水）・18日（金）・21日（月）・
24日（木）の午後６時～９時
▼ところ　弘前高等技術専門校
（緑ケ丘１丁目）

食生活改善推進員養成講座

第２回自動車整備技能登録
試験対策講習
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▼定員　10人
▼受講料　1,300 円
▼申込期限　１月21日（金）
▼申し込み方法　ファクス、郵
送または電話で申し込みを。
※受講申込書はホームページか
らダウンロードできます。詳し
くはホームページで確認を。
■■問問 弘前高等技術専門校（☎
32-6805、■■ＦＦ 35-5104、■■ＨＨ
https://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/job/hi-gisen_
zaishokusha.html）

　弘前市成人式への参加を申し
込んだ人に、入場券を発送しま
した。申し込みをしたにもかか
わらず入場券が届かない人や、
参加申し込みを忘れていた人は
お問い合わせください。
　詳細は市ホームページ
（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/oshirase/kyou
iku/2021-0816-1301-70.
html）をご確認ください。
■■問問生涯学習課（☎82-1641）

　市内の中学生・高校生の実行
委員会が企画した絵画コンクー
ルを開催します！楽しく描いた
作品を応募してみませんか。
▼募集テーマ　「自分の夢」「好
きなこと」
▼対象　市内在住もしくは市内
に通園・通学している子ども（高
校生まで）
▼部門　①小学生未満の部、②
小学生の部、③中学生の部、④
高校生の部、⑤共同製作の部（小

 

その他
令和 3 年度二十歳の祭典

（成人式）の入場券を発送

喜望のコンクール
絵画作品募集！

学生未満、親子）
▼応募規定　おおよそA5以上
B4以下の白色の画用紙（長方
形のまま使用）に自由な画材で
描いたもの
※自作・未発表で手描きの絵画
作品に限ります。
▼応募期限　１月 16日（日）、
午後５時まで
▼応募方法　応募用紙に必要事
項を記入し、応募用紙と作品票
を作品に添えて、中央公民館に
持参または郵送してください。
※応募用紙と作品票はホームペ
ージでダウンロードできるほ
か、市立公民館、市役所総合案
内、市民文化交流館窓口（ヒロ
ロ３階）に設置しています。
▼賞　各部門金賞１人、銀賞２
人、銅賞２人、参加賞（１人１つ）
※受賞作品は２月12日（土）・
13日（日）にヒロロ３階イベ
ントホールで展示します。
　詳細はホームページで確認を。
■■問問喜望のコンクール実行委員
会事務局（中央公民館内、〒
036-1313、賀田１丁目18の３
中央公民館岩木館２階、☎ 33-
6561、■■ＥＥ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み、
■■ＨＨ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/chuokominkan/）

　結婚を希望する独身男女のお
見合いを支援しています。会員
登録しませんか。
▼とき　12月 26日（日）
　　　　正午～午後４時
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室A
■■問問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター（☎ 35-1123〈日・月
曜日、祝日を除く、午前 10時
～午後７時〉）

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

　気温が－４℃以下になると、
水道管の凍結や、蛇口が破裂す
るおそれがあります。こまめに
水道の水抜きを行って凍結を防
ぎましょう。水抜き栓は水を抜
くときは全閉、通水するときは
全開になるよう、しっかり確認
してから操作してください。
　水道管が凍結して溶けなかっ
たり、破裂したりした場合は、
市の指定給水装置工事事業者か
弘前管工事業協同組合（☎32-
7309）に依頼してください。
■■問問上下水道部営業課給排水係
（☎55-6895）

　令和４年に市民団
体などが自主的に行
う非営利活動に対
して助成金を交付します。
▼実施場所　市内（緑化教育活
動の場合は市外でも可）
▼対象経費　苗木・種子・支柱・
肥料等の緑化資材購入費（緑化
教育活動の場合は、交通費、講
師謝礼を含む）
▼助成額　３万円を上限とした
対象経費の全額（助成額を調整
する場合あり）
▼申請受付期間　１月４日（火）
～18日（火）
■■問問農村整備課（☎40-7103）

水道管の凍結にご注意

緑化推進活動に助成金

水道管の凍結にご注意

　市立博物館マスコットキャラクター
「いのっち」に年賀状を出しませ
んか。お返事が届きますよ。
▼送 り 先　〒 036-8356、
下白銀町１の６、いのっち宛
■■問問市立博物館（☎35-0700）

　市立博物館マスコットキャラクター
「いのっち」に年賀状を出しませ


