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■■ＥＥ hirosakihojinkai@bz04.
plala.or.jp、平日の午前９時
～午後５時）

教室・講座

　弘前大学大学院理工学研究科
博士前期課程の中から厳選した
５つの科目を大学院生と一緒に
受講できる履修証明プログラム
です。医工学を医学と工学の両
面から体系的に学べます。
▼対象　地域の製造業およびそ
関連産業に従事している現役の
社会人（大卒相当以上の学歴が
ある人）＝５人程度
▼履修期間　１年（または２年）
▼受講料　３万円
▼受付期間　１月 17 日（月）
～28日（金・必着）
　申請書類など詳
細は弘前大学理工
学研究科ホームペ
ージをご確認ください。
■■問問弘前大学大学院理工学研究科
附属医用システム創造フロンテ
ィア事務局（☎39-3510、■■ＥＥ
msif@hirosaki-u.ac.jp）

【SDGs時代の新たな企業価値
の創出】
　SDGs 時代における新しい
企業価値の創出や経営強化につ
ながる社会貢献活動とは何か？
先進的な取り組みをしているパ
ナソニックの担当者を招き、お
話を伺います。
▼とき　２月１日（火）、午後
１時30分～３時 30分
▼ところ　アピオあおもり（青
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▼とき　２月 23 日
（水・祝）、午後０時
25分～４時 45分
▼行程　市立病院（土手町）駐
車場に集合→ゴールドパック青
森工場（清水２丁目）→三光化
成第二事業部弘前工場（藤野２
丁目）→明治安田システム・テ
クノロジー弘前開発センター
（代官町）→市立病院駐車場で
解散
※市立病院駐車場には自家用車
を駐車可／集合から解散までは
主催者が用意するバスで移動。
▼対象　市内の小学校４年生～
中学校３年生＝ 25人（保護者
含む）
※小学生は保護者の同伴が必要
／申込者多数の場合は抽選。
▼参加料　無料（参加児童・生
徒へのプレゼントあり）
▼申し込み方法　１月 31 日
（月）までに入力フ
ォーム（QRコード）
から申し込みを。
■■問問弘前市企業誘致推進協議会事
務局（産業育成課内、☎ 32-
8106、■■ＥＥ sangyo@city.hiro
saki.lg.jp）

▼とき　３月４日（金）、午後
３時 30 分 ～５時
（開場は午後３時～）
▼ところ　フォルト
ーナ（和徳町）
▼テーマ　世界遺産
になった縄文遺跡群
▼講師　岡田康博さん（県企画
政策部世界文化遺産登録専門監）
▼定員　150人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼入場料　無料
■■問問弘前法人会（☎ 36-8274、

誘致企業体験ツアー

弘前法人会「新春講演会」

森市中央３丁目）大研修室１
※オンライン参加も可。
▼定員　40人（会場）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　１月 28 日
（金）までに、申し
込みフォーム（QR
コード）または E
メール（住所・氏名・
電話番号・Eメールアドレス・
会社〈または団体名〉と職名・
オンライン参加の場合はその旨
を記入）で申し込みを。
■■問問青森県県民生活文化課（☎
017-734-9208、■■ＥＥ npo@pref.
aomori.lg.jp）

▼とき　２月５日（土）
　　　　午後１時～３時
▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼講座名　保育所給食～五感を
育む食育～
▼対象　保育所の給食担当者＝
20人
▼受講料　200円
▼申し込み方法　１月 29 日
（土）までに、ホームページ、
Eメールまたはファクス（講座
名・氏名・住所・電話番号を明
記）で申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定
／受講者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
はホームページで確認を。
■■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）

　働く人を支援する「産業カウ

柴田学園大学短期大学部
公開講座

産業カウンセラー養成講座
無料体験

ンセラー」の養成講座を無料体
験してみませんか。
▼とき　２月５日（土）、午後
１時30分～３時 30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）３階第１研修室
▼対象　働く人を支援したい
人、カウンセリングに興味・関
心を持っている人＝16人
▼申し込み方法　２月３日（木）
までに、ファクス（氏名・住所・
電話番号・開催日を明記）、ま
たはホームページ内の問い合わ
せフォームで申し込みを。
■■問問日本産業カウンセラー協会東
北支部（☎022-715-8114、■■ＦＦ
022-715-8115、■■ＨＨ https://
www.counselor-tohoku.jp）

【Learning English using 
Technology　英語学習での
テクノロジーの使い方】
　スマートフ
ォンアプリやウ
ェブを活用し
て、効果的に
英語を学ぶ方法を紹介します。
▼とき　２月５日（土）
　　　　午後２時～３時30分
▼ところ　市民会館（下白銀町）
１階大会議室
▼講師　エドワード・フォーサ
イスさん（弘前学院大学文学部
教授）
▼対象　市内に在住・通勤・通
学している人＝30人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　１月31日（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〉・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）

国際理解講座

【気象予報士が教える
お天気よもやま話】
　弘前の身近な話題
を交え、気象予報士
の仕事、天気図の見方、災害へ
の備えなどを学びます。
▼とき　２月13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　２月５日（土）
までに、電話または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、■■ＥＥ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

【インターネット講座】
▼とき　２月７日（月）・14日
（月）、午前10時～午後３時
※２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　インターネットの利用
方法など
▼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、昼食、マ
スク（着用をお願いします）
■■問問１月 23日（日）以降に、学
習情報館（総合学習センター内、
☎26-4800）へ。

現代セミナーひろさき

市民ボランティアによる
パソコン講座

 

休日在宅当番

◎ 予定が変更となる場合がありま
すので、受診する際は事前に弘
前市医師会・弘前歯科医師会ホ
ームページや休日在宅当番医に
電話でご確認ください。

◎ 上記のほか、市急患診療所（野
田 2 丁目、☎ 34-1131）で、
内科・外科・小児科の診療を行
っています。
　休日…午前10時～午後 4時
　夜間…午後 7時～ 10時 30分
※夜間は内科と小児科のみ診療。

◎ 休日当番の割り当てがない日や
急患診療所の受付時間外は、医
療機関紹介電話（☎ 32-3999）
へお電話ください。

内　科
診療時間…午前９時～正午

２／６ 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

13 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

20 伊東クリニック
（元大工町）

☎32-0630

27 弘前温泉養生医
院（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
診療時間…午前10時～午後４時
２／６ のだ眼科･血管

内科クリニック
（神田３）

☎33-6611

20 あべ耳鼻咽喉科
（宮川１）

☎26-6116

歯 科
診療時間…午前10時～午後４時
２／６ なるみ歯科

（大清水４）
☎38-1115

11 ソレイユ歯科医
院（新町）

☎39-7303

13 梅村歯科クリニ
ック（石渡１）

☎32-7311

20 鳴海デンタルク
リニック
（城東中央３）

☎26-2301

23 川村歯科医院
（野田１）

☎32-4073

27 野村歯科医院
（西川岸町）

☎32-8695


