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 教室・講座

【青森県近代に生きた女性たち
の歴史】
　女性史をテーマに、市の歴史
や文化を紹介します。
▼とき　12月 11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　北原かな子さん（青森
中央学院大学教授）
▼定員　50人（先着順）
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
■■問問 11月 15日㈫以降に、市立
博物館（☎35-0700）へ。

【スクラッチ超入門編】
　子ども用のプロ
グラミング教材
「スクラッチ」を
使って、プログラ
ミングを体験します。
▼とき　12月３日㈯
　　　　午前９時～10時
▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼対象　小学校４年生～６年生
＝４人

第３回博物館歴史講座

柴田学園大学短期大学部
公開講座

▼受講料　無料
▼申し込み方法　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・Eメールアドレス・学年・
学校名を記入）で申し込みを。
※応募多数の場合は抽選。受講
者にははがきで受講票を送りま
すので、当日持参を。詳細はホ
ームページ（https://jc.shiba
ta.ac.jp/region/openlec
ture/）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）

　学ぶ市民のためのパソコン講
座です。

【インターネット講座】
▼ と き　12 月 13 日㈫・20
日㈫、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　文字入力とキーボー
ド・マウスの操作ができる市民
＝16人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、昼食
▼申し込み方法　11 月 20 日
㈰以降に電話か窓口で申し込

市民ボランティアによる
パソコン講座

みを。
【ボランティアサポートスタッ
フ募集】
　パソコン講座を手伝ってみま
せんか。パソコン（ソフト）に
関する知識があれば、年齢や経
験は問いません。詳細は問い合
わせを。
■■問問 学習情報館（総合学習セン
ター内、☎26-4800）

【裁判官の仕事・保護観察官の
仕事～成年年齢の変更と少年法
改正で変わること～】
▼とき　12月 17日㈯
　　　　午後２時～５時
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼内容と講師　第１部「青森県
の裁判～刑事事件と少年事件
～」、講師＝寺尾亮さん（青森
地方・家庭裁判所判事）／第２
部「保護観察所の仕事～更生保
護の実際～」、講師＝田上誠章
さん（青森保護観察所保護観察
官）
▼定員　80人
※事前の申し込みは不要。
▼受講料　無料
　詳細は「らの会」ホームペー
ジ（https://blog.goo.ne.jp/
k-touge）で確認を。
■■問問専門家集団「らの会」（三上
さん、☎ 38-1829）／弘前大

裁判官・保護観察官に関する
公開講座

▼持ち物　エプロン、三角巾
▼申し込み方法　11 月 28 日
（月・必着）までに、往復はが
きの「往信用」の裏面に住所・
氏名・年代・電話番号を、「返
信用」の表面に住所・氏名を記
入し、弘前地区生活改善グルー
プ連絡協議会会長・清野優美子
さん（〒 036-8265、下湯口
字青柳64 の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定
し、結果を 12 月１日㈭以降
に全員に通知します。
■■問問 中南地域県民局地域農林水
産部農業普及振興室（白取さん、
☎33-4821）

   

 その他

　結婚を希望する
独身男女のお見合
いを支援していま
す。会員に登録しませんか。
▼とき　11月 27日㈰
　　　　正午～午後４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室A
※事前の申し込みは不要。
■■問問 ひろさき広域出愛サポート
センター（☎ 35-1123〈日・
月曜日、祝日を除く、午前 10
時～午後 7時〉）

　地震や武力攻撃などの発生に
備え、情報伝達試験を全国一斉
に行います。当市では、市内各
所に設置している防災行政無線
から試験放送が流れます。
※今年度は計４回の試験を予定
しており、今回が３回目です。

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

防災行政無線の
試験放送を行います

●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

学人文社会科学部（平野さん、
☎39-3199）

　不要になったわらや竹、畳表
などを再利用します。
▼とき　12月 17 日㈯、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
▼定員　10人（１人１基）
※家族での参加は１家族１基の
制作／小学生は保護者同伴。
▼参加料　無料
▼持ち物　昼食、飲み物
※作業がしやすく、汚れてもい
い服装で参加を。
▼申し込み方法　12 月４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、12月 11 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、月曜日は休み）

▼とき　12月 22 日㈭、午前
９時30分～午後１時
▼ところ　清水交流センター
（大開２丁目）調理実習室
▼内容　赤飯、茶わん蒸し、煮
なます、油揚げ餅の調理実習
※料理は持ち帰り。
▼定員　20人程度
▼参加料　2,000円（当日徴収）

ミニ門松作り教室

“津軽の味っこ”
伝承料理講習会

▼試験日時　11 月 16 日㈬、
午前11時ごろ
※気象状況などによって中止す
ることがあります。
　防災行政無線の内容を確認す
る際は、テレフォンサービス（☎
40-7110、サービス料は無料
／通話料が発生）をご活用くだ
さい。なお、防災行政無線アプ
リでは配信されません。
■■問問防災課（☎40-7100）

　令和５年度の年間利用分事前
申し込みを受け付けます。
▼受付期間　11月 16 日㈬～
１月 16 日㈪の午前９時～午
後７時30分
▼利用期間　令和５年４月１日
㈯～令和６年３月31日㈰
▼募集台数等　団体用ロッカー
53 台 =年額 1台 3,120 円／
レターケース72台=無料
▼申込書類の配布方法　市民参
画センター窓口で配布するほ
か、市ホームページでもダウン
ロードできます。
▼その他　現在利用している団
体も申し込みが必要です／申し
込み多数の場合は抽選で決定し
ます（抽選の実施の有無は、受
付終了後に市ホームページでお
知らせします）。
■■問問市民参画センター（駅前町、
ヒロロ3階、☎ 31-2500）

市民参画センターのロッカー
等の利用申し込みを受け付け

  

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　164,292人
 　男  　  75,359人 　男  　  75,359人
 　女 　女 　    　   88,933人88,933人

令和４年 10月１日現在（推計）令和４年 10月１日現在（推計）
・世帯数  71,155世帯　・世帯数  71,155世帯　

（-89）（-89）
（-41）（-41）
（-48）（-48）
（+56）（+56）

『郷土歴史シリーズ
Vol.6 津軽為信』発行

　弘前藩の藩祖として知られる津軽為信の生涯軽為信の生涯
を、資史料に基づいて明らかにした冊子です。した冊子です。
▼著者　長谷川成一さん（弘前大学名名誉教授）誉教授）
▼価格　500 円（税込み）
▼販売場所　市立博物館（下白銀町）受付受付
■■問問 市立博物館（☎ 35-0700）0700）
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