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後１時開場）
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼定員　25人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
■■問問 2月 20日（日）以降に、弘
前図書館（☎32-3794）へ。
※２月 28日（月）までは電話
でのみ受け付けます。

▼とき　３月 12 日（土）、午
後２時～３時15分ごろ
▼ところ　市立博物館（下白銀
町）
▼テーマ　昭和初期の嫁の働き
と役割－青森県域の農林水産業
の事例から－
▼講師　長谷川方子さん（日本
民俗学会会員）
▼定員　50人（先着順）
▼参加料　無料（別途観覧料が
必要）
▼申し込み方法　２月 20 日
（日）以降に、電話で申し込みを。
■■問問市立博物館（☎35-0700）

▼とき　３月19日（土）
　　　　午後２時～３時ごろ
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼テーマ　津軽の災害
▼講師　小田桐睦弥さん（花巻
市博物館学芸員）
▼定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料（別途観覧料が
必要）
▼送迎バスの運行　市立観光館
バスプールから歴史館への送迎
バスを運行します。
○行き＝午後１時 10分、市立

第３回 市立博物館歴史講座

 教室・講座

第３回 歴史館講座

観光館バスプール発
○帰り＝午後３時 45分、歴史
館発
※送迎バスの定員は 15人／先
着順／事前の申し込みが必要。
■■問問２月 17日（木）以降に、電
話で高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）へ。

　３月５日（土）に開催を予定
していた「ブックトーク朗読会」
は、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大の影響により中止し
ます。
■■問問市立博物館（☎35-0700）

　個々の労働者と事業主との間
に生じた労働条件などのトラブ
ルを解決するため、無料の相談
会を開催します。
▼とき　①３月１日（火）、午
後１時 30分～３時 30分／②
13日（日）、午前 10時 30分
～午後０時30分
▼ところ　青森県労働委員会
（青森市新町２丁目）
▼対象　県内の労働者、事業主
※随時受け付け（事前予約優先）。
■■問問青森県労働委員会事務局（☎
017-734-9832、■■ＦＦ 017-73
4-8311、労働相談ダイヤル☎
0120-610-782）

　市内企業の人事
担当者が、仕事内容
などを生の声でお
伝えします。
▼とき　３月３日（木）・９日（水）

市立博物館のイベント中止

  

 その他

労働相談会

求職活動中の皆さんへ
求人説明会・ミニ面接会

の午後１時30分～４時30分
（受け付けは午後１時から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼定員　20人程度
▼参加企業数　３社以上（予定）
▼申し込み方法　当日までに申
込書をファクスかハローワーク
窓口に持参して提出を。
※電話での申し込みも可。
▼その他　ハローワークに未登
録の人も参加可／雇用保険受給
者は求職活動実績の対象になる
ため、雇用保険受給資格者証の
持参を。
　詳細は、青森労働局または市
ホームページで確認を。
■■問問 I･M･S（駅前町、ヒロロ３
階弘前就労支援センター内、☎
55-5608）

緑の相談所 ３月の
催し

【講習会】
●春の庭木のせん定
５日（土）
午後１時30分～３時30分
▼定員　20人（先着順）
※事前に電話予約が必要。
▼参加料　無料

【休館日】
　毎週月曜日（祝日の場合は
翌日の火曜日が休み）
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、午前９時～午
後５時）

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　166,041人
 　男  　  76,164人 　男  　  76,164人
 　女 　女 　    　   89,877人89,877人

令和４年１月１日現在（推計）令和４年１月１日現在（推計）
・世帯数  70,910世帯　・世帯数  70,910世帯　

（-123）（-123）
（-56）（-56）
（-67）（-67）
（-47）（-47）

【青森県の郷土菓子～その歴史
と風土を味わう～】
　弘前市を中心に県内各地の郷
土菓子を取り上げ、お菓子の形
や意匠デザインなどを通じて、
お菓子の歴史を探ります。
▼とき　３月12日（土）
　　　　午後２時～３時30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階大会議室
▼講師　中園美穂さん（弘前大
学非常勤講師）
▼対象　市民＝40人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　３月５日（土）
までに、電話か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.hirosa
ki.lg.jp、火曜日は休み）

▼とき　３月 13 日（日）、正
午から（午前11時 30分開場）
▼ところ　岩木文化センターあ
そべーる（賀田１丁目）
▼内容　

【第１部】
①新舞踊（岩木おどり会）、②
歌謡（あそべーる歌の会）、③
よさこいソーラン（弘前櫻会）、
④相撲甚句（弘前相撲甚句愛好
会）、⑤新舞踊（岩木芸能愛好
会）、⑥歌謡（祥月歌謡クラブ）、
⑦新舞踊（弘前民謡同好会）、
⑧獅子舞（五代獅子舞保存会）、
⑨獅子踊（鳥井野獅子踊）、⑩

現代セミナーひろさき

第 19 回春の文化芸能祭

登山ばやし他（岩木登山ばやし
保存会）、⑪ジャズ演奏（スイ
ングハットジャズオーケスト
ラ）、⑫ジャズ演奏（ジャズバ
ンドいわお）、⑬朗読劇（劇団
ひろさき演人）

【第２部】
舞踊発表会（西川流菊静会）
▼入場料　無料（入場整理券な
し）
■■問問岩木文化協会（長谷川さん、
☎090-4638-4322）

【赤ちゃんも！音楽ファンも！
みんなのコンサート第８回】

　県内を中心に活躍するフルー
トカルテット「エーデルワイス」
が弘前初登場。季節・自然・動
物を感じるプログラムです。
▼とき　３月 13 日（日）、午
後２時～３時（午後1時 30分
開場）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼出演　フルート四重奏＝工藤
千尋さん、竹澤聡子さん、野崎
琴美さん、秋野友香さん／司会
＝朝山奈津子さん
▼定員　50人程度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　18歳以上＝ 1,000
円、18歳未満＝無料
▼申し込み方法
　ホームページ
（QRコード）か
Eメール、電話
で申し込みを。
詳細はホームページで確認を。
▼その他　子ども連れの人も気
軽に参加できます／客席はマッ
ト席（120㎝四方）と椅子席あ
り／ベビーカーのまま入場可／
演奏中の入退場は自由／授乳室
やオムツ替えのできるトイレが

poco a poco アートのたまご

会場脇にあります。
■■問問アートワールドひろさき（朝
山さん、☎39-3381、■■ＥＥ art
world@hirosaki-u.ac.jp）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　世代を超えて楽しく集えるデ
ザート教室を開催します。小さ
いお子さん連れの人も気軽に参
加できます。体験中は、スタッ
フがお子さんと楽しく遊びます。
▼とき　３月16日（水）
　　　　午前10時～午後１時
▼ところ　しののベース事務局
（八幡町２丁目）
▼講師　ジョージ
さん（ジョージの
おやつパティシエ）
▼定員　10人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　3,000円（昼食付）
▼持ち物　エプロン
▼申し込み方法　電話か Eメ
ール、公式 LINE（QRコード）、
インスタグラム（QRコード）で
申し込みを。

■■問問しののベース（角田さん、☎
090-4830-1584、■■ＥＥ sinono
base@gmail.com）

　映画『アイネク
ライネナハトムジ
ーク』の上映会を
行います。
▼とき　３月19日
（土）、午後１時30分～４時（午

多世代交流イベント
「しののベース」

弘前図書館
「弘前ライブラリーシネマ」

▲ LINE ▲インスタグラム
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