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　弘前大学の学生が企画、実施
する子どものための遊びのイベ
ントです。学校や年齢の異なる
子どもたちと協力し合いなが
ら、楽しく遊びましょう。
▼とき　５月 14 日（土）、６
月11日（土）、７月９日（土）、
10 月 10 日（月・祝）、11 月
12日（土）、12月 10日（土）、
令和５年２月18日（土）
※時間はいずれも午後１時～４
時。
▼対象　令和４年度に市内の小
学校に在籍するか市内に住所を
有する児童＝40人
※応募多数の場合は抽選で決定
します。
▼会費　年額500円
▼申し込み方法　４月 15 日
（金・必着）までに、はがきか
ファクスまたはＥメール（住所・
氏名〈ふりがな〉・電話番号・
学校名・学年・保護者氏名を記
入）で、中央公民館「キッズ☆
ワールド係」（〒 036-1313、
賀田１丁目 18 の３、■■ＦＦ 33-
4490、■■ＥＥ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp）へ。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
火曜日は休み）

　弘前藩動物記をテーマに、弘
前藩と野生動物のエピソードに
ついて講演します。
▼とき　３月26日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼講師　竹内健悟さん（青森大
学 SDGs 研究センター客員研

キッズ☆ワールド会員募集

令和３年度歴史館講座

 教室・講座

究員）
▼定員　20人（先着順）
▼参加料　無料（別途観覧料が
必要）
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　３月 15 日
（火）以降、高岡の森弘前藩歴
史館に電話で申し込みを。
▼送迎バスの運行
①往路＝午後１時 10分、市立
観光館バスプール発
②復路＝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。
■■問問高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

【成年年齢引き下げで変わること
～詐欺被害に気をつけよう！～】
▼とき　３月29日（火）
　　　　午後２時から
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
▼講師　中田鶴子さん（青森県
金融広報委員会消費生活アドバ
イザー）
▼定員　20人（先着順）
※事前の申し込みは不要。
▼受講料　無料
■■問問市民生活センター（☎ 33-
5830）

　ヨガスタジオリライトのイン
ストラクターによる、初心者や
高齢者にも優しいヨガ教室です。
▼とき　４月 11日（月）・25
日（月）、午前 10 時 30 分～
11時 30分
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼対象　65歳以上の市民＝各
回12人（先着順）
※事前の申し込みが必要。

第３回くらしの消費者講座

ゆったりヨガ教室

▼参加料　無料
▼持ち物　タオル、飲み物、動
きやすい服装
▼申し込み方法　11日開催分
は３月 20 日（日）から、25
日開催分は４月３日（日）から
電話で申し込みを。
▼その他　令和４年度の予算成
立状況によっては、開催中止と
なる場合があります。
■■問問 温水プール石川（☎ 49-
7081、午前９時～午後５時）

▼とき　４月 11日（月）～８
月 31 日（水）（各教室共通…
全16回）
入門…①月曜日
の午前 10 時～
11 時 30 分、②
金曜日の午後７
時～８時30分／
初級…③土曜日の午後５時 50
分～７時 20分／中級…④月曜
日の午前10時～11時 30分、
⑤火曜日の午前 10時～ 11時
30 分、⑥金曜日の午後７時
10 分～８時 40 分、⑦土曜日
の午後４時20分～５時 50分
▼ところ　①・②、④～⑥＝ヒ
ロロ（駅前町）３階多世代交流
室／③・⑦＝南富田町体育セン
ター
▼講師　劉海錕（リュウカイコ
ン）さんほか
▼定員　各教室10人
※申し込み人数が少ない教室は
開催しないこともあります。
▼受講料　１万2,000円
※ 別 途 テ キ ス ト 代 と し て
1,400円～ 2,300 円が必要。
■■問問３月 15 日（火）～４月 15
日（金）に、ニーハオサークル
（松江さん、☎ 080-5748-
4884、■■ＥＥ motomuma@ybb.
ne.jp）へ。

第 37 期
ニーハオ中国語教室

報館（総合学習センター内、☎
26-4800）へ。

　家庭にある使い古しのタオル
や手ぬぐいを使って、布ぞうり
を作ってみませんか。
▼とき　４月 23 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　使い古しのタオルな
ど４枚（フェイスタオルなど〈約
35cm × 80cm、色付きが望
ましい〉）、裁ちばさみ、昼食、
飲み物
※作業しやすく、汚れても構わ
ない服装で参加を。
▼申し込み方法　４月 10 日
（日・必着）までに、往復はが
き（教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号〈日中に連絡がとれる
もの〉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、４月 17 日（日）
までに結果を通知し
ます／詳細はプラザ
棟ホームページ（Ｑ
Ｒ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、
午前９時～午後４時、月曜日〈祝
日の場合は翌日〉は休み）

　仲間づくりのためのゲームや
友好都市群馬県太田市との交流
活動などを行う「弘前市子ども
リーダー養成事業」を実施しま

布ぞうり作り教室
参加者募集

弘前市子どもリーダー養成
事業参加者募集

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

　科学実験や図画・工
作、見学などを通し
て、子どもたちの夢と
創造性を育てます。
▼とき　４月 17日～令和５年
２月 26日の指定の土・日曜日
（年間 20回）、午前９時 30分
～ 11時 30分
▼活動場所　総合学習センター
（末広４丁目）科学研修室
▼対象　市内の小学校３年生～
中学生＝40人
▼参加料　年間 4,000 円（材
料費・保険料として）
▼申し込み方法　４月１日（金・
必着）までに、はがき（住所・
氏名・電話番号・学校名を記入）
で申し込みを。
■■問問少年少女発明クラブ事務局
（ 福 田 智 好 さ ん、 〒 036-
8155、中野２丁目 14 の 3、
☎ 32-1667）

　これまで「市民
ボランティアによ
るパソコン講座」
を受講した中で出
た疑問点や、わか
らないことにお答えします。
▼とき　４月18日（月）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　総合学習センター（末
広４丁目）
▼対象　「市民ボランティアによ
るパソコン講座」を受講して、
修了証を持っている人
▼相談料　無料
▼持ち物　「市民ボランティアに
よるパソコン講座」の修了証、（可
能であれば）受講したテキスト
※ノートパソコンの持ち込み可。
■■問問３月20日（日）から学習情

少年・少女発明クラブ
メンバー募集

パソコン講座相談会

す。仲間と協力し、さまざまな
活動に取り組むことによって、
未来の社会で活躍できるリーダ
ーシップを身に付けませんか。
▼とき　①５月 28 日（土）、
②６月18日（土）、③７月16
日（土）、④８月 14 日（日）
～16日（火）、⑤９月３日（土）、
⑥ 10 月１日（土）、⑦ 11 月
３日（木・祝）、⑧ 12 月 17
日（土）、⑨令和５年１月 21
日（土）、⑩２月11日（土・祝）
※時間はいずれも午後１時～３
時（ただし④は太田市での活動
となるため終日）。
▼対象　市内の学校に在籍する
または市内に住所を有する児
童・生徒＝25人
※小学校４年生～６年生＝ 10
人、中学生＝ 10人、高校生＝
５人／応募多数の場合は、抽選
で決定します。
▼参加料　5,000 円（太田市
交流活動費として）
▼申し込み方法　４月 15 日
（金）までに、はがき、ファク
スまたはＥメール（郵便番号・
住所・氏名〈ふりがな〉・電話
番号・性別・学校名・学年・保
護者氏名を記入）で申し込みを。
※４月下旬頃に参加決定通知を
送付します。
■■問問中央公民館（〒036-1313、
賀田１丁目 18 の３、☎ 33-
6561、■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chu
uoukou＠city.hirosaki.lg.jp、
火曜日は休み）

  

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　165,877人
 　男  　  76,092人 　男  　  76,092人
 　女 　女 　    　   89,785人89,785人

令和４年２月１日現在（推計）令和４年２月１日現在（推計）
・世帯数  70,871世帯　・世帯数  70,871世帯　
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（-39）（-39）

10


