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科講師）
▼対象　市民＝50人（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　10 月 26 日
㈬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 c h u u o u k o u@ c i t y .
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

【戦国末～藩政期津軽の女性史】
　女性史をテーマに、市の歴史
や文化を紹介します。
▼とき　10月 30日㈰
　　　　午後２時～３時15分
▼ところ　市立博物館（下白銀
町）ロビー
▼講師　長谷川成一さん（弘前
大学名誉教授）
▼定員　50人（先着順）
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
■■問問 10 月１日㈯以降に電話で
市 立 博 物 館（ ☎ 35-0700、
10月 17日㈪は休み）へ。

【弘前ねぷたと青森ねぶた（弘
前ねぷた300年祭記念）】
▼とき　11 月
３日㈭㈷、午
後２時～３時
30 分（開場は
午後１時30分）
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼講師　成田敏さん（民俗研究
家、元県立郷土館学芸課長）
▼対象　小学生以上＝ 30 人
（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　10月３日㈪
の午前９時 30分から、電話か

第１回博物館歴史講座

弘前図書館市民講座

直接窓口で申し込みを。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

　不用になった布
と身近な道具を活
用して、エコな裂
き織りのオリジナ
ル「チャーム」を作ります。
▼とき　11月５日（土）
　　　　午前９時30分～正午
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼対象　小学生以上＝ 10 人
（小学生は保護者同伴）
▼参加料　無料
▼持ち物　不用な布（約20cm
× 20cmサイズ）
※作業しやすく汚れてもよい服
装でお越しください。
▼申し込み方法　10 月 23 日
（日・必着）までに、往復はが
きに教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入の上、郵送して
ください。
※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、10月 30 日㈰ま
でに結果をお知らせします。詳
細はプラザ棟ホー
ム ペ ー ジ（QR
コード）をご覧く
ださい。
■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、
受け付けは午前９時～午後４
時、月曜日〈祝日の場合は翌日〉
は休み）

【ワード2019入門講座】
▼とき　11 月８日・15 日・
22 日（いずれも火曜日）、午
前10時～午後３時

エコな裂き織り体験教室

市民ボランティアによる
パソコン講座

※３日間で１セットの講座です。
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　文書作成ソフト（ワー
ド2019）を使用した基本的な
操作技術の習得
※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 メ
モリ、昼食、マスク（着用）
▼申し込み方法　10月９日㈰以
降の午前８時30 分～午後５時
に電話か直接窓口で申し込みを。
■■問問学習情報館（総合学習センタ
ー内、☎26-4800）

　高齢者の嚥下（えんげ）機能
や口腔機能向上を目的として開
催します。
▼とき　① 11月 11日㈮、午
後２時 30分～３時 30分／②
11 月 22 日㈫、午後２時 15
分～３時 15分
▼ところ　①町田地区ふれあい
センター（町田１丁目）／②市
役所岩木庁舎（賀田１丁目）会
議室３
▼内容　口腔ケアについての講
義と口腔体操
▼講師　阿保ひとみさん（青森
県歯科衛生士会弘前支部長）
▼対象　65 歳以上の市民＝
15人程度（先着順）
▼参加料　無料
■■問問 10 月５日㈬から介護福祉
課（☎ 40-7072）へ。

介護予防教室
「口腔ケア教室」

▼とき　10 月 22 日㈯、11
月８日㈫の午前10時 30分～
正午
▼ところ　弘前友の家（中野５
丁目25の 11）
▼内容　①年金世帯で病人が出
たら、②シニアの楽しいくらし
～畑とごはんとかぞくと～、③
プラスチックフリーをめざして
▼定員　各日10人
※オンラインでの参加も可（定
員なし）。
▼受講料　200円（資料代）
▼託児料　無料（要予約）
▼申し込み方法　各日、２日前
までに申し込みフォ
ーム（QR コード）
かＥメール（氏名・
Ｅメールアドレス・電話番号・
参加希望日・託児の有無を記入）
または電話で申し込みを。
■■問問弘前友の会（中村さん、☎
090-5006-2769 ／ 一 戸 さ
ん、☎ 090-7667-9876 ／■■ＥＥ
h i rosak i _ tomonoka i@
yahoo.co.jp）

【カメラ基礎講
座～映える写
真の撮り方～】
▼とき　① 10月 29日㈯、午
前 10時～正午、② 11月５日

弘前友の会 家事家計講習会

かっこいい大人養成講座２

㈯、午前９時～正午（小雨決
行で雨天時は６日㈰に順延）
※各回とも開始 30分前から受
け付けします。
▼ところ　①市役所（上白銀町）
６階大会議室、②市役所３階防
災会議室
▼内容　①カメラの機能などに
関する講話、②弘前公園での撮
影会と発表会
▼講師　対馬慎太郎さん（岩木
地区地域おこし協力隊）
▼対象　市内に在住または通勤
している 18歳～ 50歳で両日
ともに参加できる人＝ 15 人
（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　所有しているカメラ
（ミラーレス一眼カメラ、一眼
レフカメラ、コンパクトデジタ
ルカメラなど）、筆記用具
▼申し込み方法　10 月 22 日
㈯までに、電話かファクスま
たはＥメール（住所・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）

　市では、「犬と散歩ができる
公園」として 154 カ所（令和
４年３月末時点）の公園を開放
しています。人とイヌが仲良く

愛犬マナー講習会

利用するためのマナー向上を目
的に開催します。
▼とき　10月 30 日㈰、午前
10時～ 11時 30分
▼ところ　JR 弘前駅城東口緑
地（表町）
▼講師　タナカアカリさん
（FULFILL ドッグサロン、ド
ッグトレーナー）
▼定員　25組（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　イヌのおやつ（２～
３種類）
▼申し込み方法　10月３日㈪
～ 27日㈭に電話かファクス、
Ｅメール（住所・氏名・電話番
号・人数・イヌの頭数を記入）
で申し込みを。
　当日の注意事項など詳細は市
ホームページで確認を。
■■問問公園緑地課（☎ 33-8739、
■■ＦＦ 33-8799、 ■■ＥＥ kouen@
city.hirosaki.lg.jp）

【野球伝来150年～日本野球
史と弘前～】
　野球の歴史、戦後の甲子園と
プロ野球、国際化、野球と青森・
弘前の関わりなどを学びます。
▼とき　10月 30日㈰
　　　　午後２時～４時
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸
町）
▼講師　井上裕太さん（弘前学
院大学文学部日本語・日本文学

現代セミナーひろさき
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