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日㈯、②は８月 20 日㈯、③
は８月 27 日㈯までに、ホー
ムページ、Eメールまたはファ
クス（希望講座名・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
します。受講者には、はがきで
受講票を送りますので、当日持
参を。
　そのほか出前講座も行ってい
ます。詳しくはホームページを
ご覧ください。
■■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/region/openlecture/）

【～はじめてみよう！自分でで
きる青色申告！～】
▼とき　８月 29 日㈪、午前
９時 30分～午後５時／ 30日
㈫、午前９時 30 分～午後４
時40分
▼ところ　中央公民館岩木館
（賀田１丁目）大研修室
▼対象　これから青色申告を始
めることを検討している市内の
農業者＝各日35人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 25 日
㈭までに電話かファクスまた
はEメール（氏名・電話番号・
参加希望区分〈１日目のみ・２
日目のみ・両日〉を記入）で申

農業者向け青色申告研修会

し込みを。
■■問問ひろさき農業総合支援協議会
事務局（農政課地域経営係内、
☎40-7102、■■ＦＦ 32-3432、■■ＥＥ
nousei@city.hirosaki.lg.jp）

　埋蔵文化財にについて学ぶ講
座です。
▼とき　９月４日㈰、午前 10
時～ 11時 30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）大会議室
▼テーマ　「西目屋の縄文ムラ」
▼講師　岡本洋さん（青森県埋
蔵文化財調査センター文化財保
護主幹）
▼定員　50人（先着順）
▼参加料　無料
▼その他　第３回以降の講座は
広報ひろさきなどでお知らせし
ます。
■■問問８月８日㈪の午前９時から電
話で文化財課（☎ 82-1642、
平日のみ）へ。

　雇用保険を受給できない求職
者を対象とした職業訓練の受講
者を募集していま
す。一定の要件を
満たす受講者に
は、職業訓練受講
給付金が支給され

第２回「まいぶん講座」

求職者支援訓練の
受講者募集

ます。
【Excel&Word 入門科（短期
間・短時間】
▼とき　９月 26日㈪～11月
25日㈮
▼ところ　JMTC弘前教室（御
幸町）
▼受講料　無料（ただしテキス
ト代などが必要）
▼申し込み方法　事前に弘前公
共職業安定所（南富田町）で受
講手続きを済ませ、８月 29日
㈪までに訓練施設へ受講申込
書の提出を。
■■問問 弘前公共職業安定所（☎
38-8609、音声案内42#）

その他

　市では、土地に対
する固定資産税を適
正に課税するため、
街路条件現地調査を
実施します。
　市の委託調査員が市道・私道
の街路条件等の調査を行います
ので、ご協力をお願いします。
▼調査期間　８月～ 10月を予
定
▼調査地域　市全域
■■問問 資産税課土地係（☎ 40-
7028）

固定資産（土地）街路条件の
現地調査

教室・講座

▼とき　８月16日㈫
　　　　午後１時～４時
▼ところ　岩木文化センターあ
そべーる（賀田１丁目）
▼内容
①農業の労働力確保セミナー＝
農業の働き方改革による魅力あ
る職場づくりに向けて／弘前市
職員の兼業について／１日農業
バイトアプリ「デイワーク」に
ついて
②農福連携セミナー＝農福連携
モデル事業の成果発表／農福連
携モデル事業の取組事例紹介
（農業者・障がい福祉事業所）
▼対象　農業者および農業法
人、農業に関心がある人、福祉
関係者等＝80人（先着順）
▼参加料　無料
※予約優先／当日参加も可。
■■問問８月 12 日㈮までに農政課
地域経営係（☎ 40-7102、■■ＦＦ
32-3432、 ■■ＥＥ nousei@city.
hirosaki.lg.jp）へ。

【ワード 2019 活用による名
刺作成講座】

農業の「働き方改革」に向け
た労務管理研修会

市民ボランティアによる
パソコン講座

▼とき　８月 17日㈬・24日
㈬の午前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　ワープロソフト（ワー
ド2019）を使用した名刺作成
※ワード 2019 以外のバージ
ョンを使っている人は操作方法
が異なりますので、ご注意くだ
さい。
▼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 メ
モリ、昼食、マスク
■■問問８月３日㈬以降に、電話か
来館で学習情報館（総合学習セ
ンター内、☎26-4800）へ。

▼とき　８月18日㈭
　　　　午前10時～ 11時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼内容　弘前ねぷた文献登場
300年の歴史と誇り
▼講師　檜山和大さん（津軽藩
ねぷた村）
▼対象　おおむね 60歳以上の
市民＝30人程度（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　８月 15 日
㈪までに、電話かファクスま

ベテランズセミナー

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、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）

【①製作遊び　飛ばして遊ぼう】
▼とき　８月 20 日㈯、午前
10時～ 11時 30分
▼対象　中学生および高校生＝
20人
▼受講料　無料

【②こだわりのトマトソースで
ピザを作りましょう！】
▼とき　８月 27 日㈯、午前
９時30分～ 11時 30分
▼対 象　中学
生以上＝16人
▼ 受 講 料
600 円（材料
費として）

【③絵本の読み聞かせ　お家で
絵本を読んでいますか？】
▼とき　９月３日㈯、午前 10
時～ 11時
▼対象　親子（未
就学児）＝10組
▼受講料　無料
～共通事項～
▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼申し込み方法　①は８月 13

柴田学園大学短期大学部
公開講座
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