
11広報ひろさき　２０２３.1.15

●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

　消費者一人一人が消費に関
する正しい知識や正確な情報
を得て、安心して暮らせる弘
前市を目指すためのフォーラ
ムです。
▼とき　１月 29 日㈰、午前
10 時～正午（受け付けは午前
９時 30分から）
▼ところ　市民文化交流館ホ
ール（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容と講師など　基調講演
＝「ともに学び、かしこい消費
者になろう‼」、講師＝阿南久
さん（消費者市民社会をつく
る会代表理事、元消費者庁長
官）／寸劇上演＝「特殊詐欺
寸劇」、出演＝弘前警察署／フ
ォーラム実行委員会発表＝「地
域のつながりを大きな力に！」
■■問問１月25日㈬までに、県消費
生活センター（☎ 017-722-
3348、■■ＦＦ 017-722-3414）へ。

【災害時、平時のボ
ランティア～私たち
にできること～】
　災害時のボランティアをはじ
め、普段の生活の中で災害に向
けて取り組めるボランティアと
は何かを学ぶ講座です。
▼とき　1月 29日㈰、午後１
時 30分～４時（開場は午後１
時）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼講師　鳴海孝彦さん（八戸学
院大学短期大学部介護福祉学科
准教授、県防災福祉コーディネ
ーター）
▼定員　40人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■■問問ひろさきボランティアセン

消費者フォーラムin弘前

ボランティア講座

ター（☎ 38-5595、■■ＥＥ hvc@
city.hirosaki.lg.jp）

▼とき　２月４日㈯・５日㈰、
午前９時 30 分～午後２時 30
分（受け付けは午前８時 40分
から）
▼ところ　大鰐温泉スキー場国
際エリア（大鰐町虹貝字清川／
受け付けは雨池スキーセンター
1階）
▼講師　ＳＡＪ全日本スキー連
盟公認指導員（弘前スキー倶楽
部所属）
▼対象　小学生以上の市民（初
心者からエキスパートまで）
▼受講料　3,000 円（2 日間
の講習料、傷害保険料を含む）
▼申し込み方法　1月 19日㈭
～ 31 日㈫に、市スポーツ協
会（下白銀町、笹森記念体育館
内）またはタケダスポーツ弘前
バイパス店（城東北４丁目）も
しくはスーパースポーツゼビオ
弘前高田店（高田 5丁目）で
申し込みを。
※受講料は教室当日に徴収。
▼その他　講習時間と講習内容
は、班分けによって異なる場合
があります／最終日にジュニア
テスト（3級以下）を予定して
います。希望者は申込書のテス
ト希望欄に記入を／講習時のリ
フト券、スキー用具等は各自で
用意してください／現地集合・
解散です。
■■問問弘前スキー倶楽部事務局（加
藤さん、☎090-4556-8279）

　学ぶ市民のためのパソコン講
座です。
【パワーポイント 2019 入門
講座】

市民・少年少女スキー教室

市民ボランティアによる
パソコン講座

▼とき　２月７日㈫・14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　パワーポイント2019
を使用した基本的な操作技術の
習得
※パワーポイント 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　文字入力とキーボード
やマウスの操作（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
■■問問１月 22 日㈰以降に、学習
情報館（総合学習センター内、
☎26-4800）へ。

【シードル講座】
　本格的なシードルを日本で初
めて製造した場所で、弘前にお
けるりんご酒・シードルの歴史
について紹介します。
▼とき　２月 11 日㈯㈷、午
後３時～４時30分
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）スタジオB
※会場には駐車場がありませ
ん。近隣駐車場（有料）か公共
交通機関を利用してください。
▼内容　①新たな工房でシード
ルづくり、②「太宰も飲んだり
んご酒」とは？
▼講師　①工藤直樹さん（A
ファクトリー弘前吉野町シード
ル工場長）、②土岐彰寿さん（ト
キあっぷる社代表）
▼定員　20人
▼参加料　無料
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■■問問２月８日㈬までに、Aプロ
ジェクト（☎32-1167、■■ＥＥ 19
580101fuji@gmail.com）へ。
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１%システム採択事業。

【楽に動ける体づくり
運動＆脳トレ教室】
▼とき　２月７日㈫・21日㈫、
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
▼内容　高齢者の転倒予防運動
と認知症予防のためのレクリエ
ーション
▼講師　白幡美鈴さん（健康運
動指導士）
▼対象　65歳以上の市民＝各
回12人（先着順）
▼参加料　無料　
▼持ち物　内履き、タオル、飲
み物
※動きやすい服装で参加を。
■■問問７日開催分は１月 20 日㈮
から、21日開催分は２月３日
㈮から、温水プール石川（☎
49-7081、午前９時～午後５
時）へ。

　楽しくリユースとリサイクル
を体験して、オリジナルのおひ
な様を作ってみませんか。
▼とき　２月 25 日㈯、午前

健康サポート教室

小枝のおひな様作り教室

９時30分～ 11時 30分
▼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　小学生以上＝10人
※小学生は保護者同伴。
▼参加料　無料
※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　２月 10 日
（金・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
で応募できます。応募多数の場
合は抽選で決定し、２月 17日
㈮までに抽選結果をお知らせ
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）

 

 その他

【ひろさき移住×魅力ある伝統
工芸～こぎん刺しに触れる～】
　弘前市の伝統工芸であるこ
ぎん刺しの制作体験ができるほ

移住セミナー

か、弘前市へ移住した人の話も
聞くことができます。移住を検
討している知り合いがいる人は、
周知のご協力をお願いします。
▼とき　１月 28 日㈯、午後
２時～４時
▼ところ　弘前市東京事務所
（東京都千代田区有楽町２丁目、
東京交通会館６階）
▼定員　15人
※応募が多数の場合は東京事務
所へ相談履歴がある人を優先。
▼体験料　2,000 円（材料費
として／当日徴収）
▼申し込み方法　１
月 22 日㈰までに、
申し込みフォーム
（QRコード）から申し込みを。
■■問問弘前市東京事務所（☎ 03-
6256-0801）

　２月５日㈰に開催を予定し
ていた「第 15回沢田ろうそく
まつり」は、新型コロナウイル
ス感染症の感染防止のため中止
することとなりました。開催を
心待ちにしていた皆さんには誠
に申し訳ありませんが、ご理解
のほどよろしくお願いします。
※イベントや出店はありません
が、ろうそくの奉納、参拝はで
きます。
■■問問相馬総合支所総務課（☎84-
2111）

「沢田ろうそくまつり」
中止のお知らせ



前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　164,076人
 　男  　  75,260人 　男  　  75,260人
 　女 　女 　    　   88,816人88,816人

令和４年 12月１日現在（推計）令和４年 12月１日現在（推計）
・世帯数  71,157世帯　・世帯数  71,157世帯　

（-168）（-168）
（-82）（-82）
（-86）（-86）
（-74）（-74）

　大切な文化財を火災などの災害から守るため、消防訓練を行い
ます。訓練の際、消防車がサイレンを鳴らして走りますが、火災
と間違わないようご注意ください。
▼とき　１月 22 日㈰、午前 10 時から（30 分～１時間程度）
▼ところ　旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館、元長町）
■■問問文化財課（☎ 82-1642）

「火災防ぎょ訓練」を実施します
文化財文化財
防火デー防火デー
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