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 スイーツづくりde交流会＆
Hirakawaイルミネーションツアー 
　すてきな出会いをみつけませんか。
▽とき　１月20日（日）
　　　　午後２時～８時
▽集合　弘前駅城東口
▽内容　田舎館村でいちごスイーツ
づくり、平川市でイルミネーション
散策と交流会
▽対象　弘前市他圏域７市町村に在
住・在勤する 20代～ 40代の結婚
を希望する独身男女＝各15人
▽参加料　男性＝ 4,000 円、女性
＝3,000円
▽申込期限　１月11日（金）
※申し込み方法など、詳しくは市
ホームページをご覧ください。
■問ひろさき広域婚活支援事業実行委
員会イベント担当（田舎館村役場企
画観光課内、☎58・2111）

弘前市青年交流会

【ナイトビューパーティー～農業青
年とのスイーツな出会い～】
▽とき　１月27日（日）
　　　　午後６時～９時
▽ところ　アートホテル弘前シティ
（大町１丁目）12階スカイバンケット
▽内容　農業青年と一緒に夜景を見
ながら料理を楽しむ交流パーティー
▽対象　おおむね 30歳～ 50歳の
独身男女（男性は市内に居住する農
業青年）＝各20人
▽参加料　男性＝ 4,500 円、女性
＝2,000円
※男性は、スーツまたはジャケット
着用で参加を。参加女性には、りん
ごをプレゼントします。
▽申込期限　１月18日（金）
■問弘前市青年交流会実行委員会事
務局（市農業委員会事務局内、☎
40・7104、 ■Ｅ nougyou@city.
hirosaki.lg.jp）

WA（わ）のりんご
～もっとりんごを身近に～
◎りんご産業勉強会
▽とき　１月６日（日）、午後１時

30分～２時 30分
▽内容　りんご産業の歴史やせん定
技術についてなど
▽講師　工藤貴久さん（青森県りん
ご協会）
※事前の申し込みは不要。
◎りんごのせん定枝を使った生け花
教室
▽とき　１月６日（日）、午後２時
30分～４時
▽講師　佐々木洋子さん（いけばな
小原流講師）
▽対象　親子＝15組、一般＝10人
▽参加料　1組 800円
▽申込期限　１月５日（土）
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
■問 Aプロジェクト（草刈さん、☎
携帯090・3759・4248）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

ほっと・ぼらんてぃあ
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　１月 12 日（土）、午後１
時30分～３時 30分
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽テーマ　「ココナツ・クラブの
フォークソングによる地域貢献」～
心に残るあの歌この歌一緒に歌いま
せんか？～
▽講師　對馬均さん（ココナツ・ク
ラブ代表）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

現代セミナーひろさき

「アニメと世界のアニメーション」
～その誕生と変遷～
▽とき　１月13日（日）
　　　　午後２時～３時30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第３会議室
▽講師　石川善朗さん（弘前大学教
育学部教授）
▽対象　市民＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽申込期限　１月10日（木）

市民会館大ホールでスタイ
ンウェイを弾いてみよう
▽とき　１月19
日の午前 10時
～午後８時、20
日の午前９時～
午後７時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽料金　30 分＝ 3,000 円、60 分
＝ 5,000 円（完全予約制。先着順。
高校生以下は保護者同伴）
▽申し込み方法　申込用紙に必要事
項を記入し、ファクスかEメールで
申し込みを。申込用紙は市民会館ホ
ームページ（http://www.city.hi
rosaki.aomori.jp/shiminkaikan/）
からダウンロードできます。
■問 12 月 18 日の午前 10 時から、
市民会館（☎ 32・3374、第３月
曜日は休み）へ。

講演会「美術館は地域を変
えたか？」
　吉野町緑地周辺整備事業のプレ事
業としての講演会です。
▽とき　１月 19 日（土）、午後１
時30分～４時 30分（予定）
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホール
▽講師　吉本光宏さん（ニッセイ基
礎研究所社会研究部研究理事）、見
留さやかさん（十和田市現代美術館
学芸員）
▽定員　100人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。　
■問吉野町緑地整備推進室（☎ 40・
7123）

第 49 回市民文化祭
詩吟剣詩舞大会
▽とき　１月20日（日）、正午～（午
前11時 30分開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料　無料
■問弘前市民文化祭実行委員会事務
局（社会教育協議会内、☎ 31・
3010、火・日曜日、祝日を除く午
前９時～午後５時）

■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

冬休みは公民館で学習を！

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）では、子どもたちの冬
休み期間中の学習場所として会議室
などを開放します。
▽とき　１月６日～ 12 日の午前
10時～午後４時
▽ところ　弘前文化センター２階第
３会議室、和室ほか
▽内容　小・中学生や高校生の自習
場所として使用できます。また、弘
前大学の学生などが学習サポートや
相談に対応します。
※会場、学習サポートとも事前の予
約はできません。学習サポートス
タッフ（ボランティア）を募集して
います。協力できる人は連絡を。
■問中央公民館（☎ 33･6561、火曜
日は休み）

屋外広告物安全点検の義務化

　近年、全国的に適切に管理されて
いない屋外広告物が落下して歩行者
を直撃する重大事故が発生していま
す。このような状況を受け、国土交
通省が安全点検などに関する規定を
中心に「屋外広告物条例ガイドライ
ン」を改正しました。
　当市においても屋外広告物条例を
一部改正し、１月１日から有資格者
による点検および屋外広告物等安全
点検報告書の提出を義務化します。
【点検の対象】
〇対象になるもの　屋上広告物、壁
面広告、広告塔、広告板、電柱類広
告、そで看板、下げ看板、アーチ
○対象にならないもの　はり紙、は
り札、立看板類、アドバルーンや市
屋外広告物条例第 10条第１項から
第４項に掲げる広告物および掲出物
【点検の時期および報告書の提出】
○１月１日以降に更新期間を満了す
る場合は、許可期間満了日前の２カ
月以内に有資格者による点検と屋外
広告物等安全点検報告書の作成をし
て、更新許可申請の手続きをお願い

します。
【点検者の資格】
○屋外広告士、建築士法第２条第１
項に規定する建築士、都道府県・指
定都市・中核市が実施する「屋外広
告物講習会」の修了者、日本屋外広
告業団体連合会が開催する「屋外広
告物点検技能講習」の修了者、広告
美術仕上げに係る職業訓練指導員・
技能検定合格者・職業訓練修了者
※詳細は市ホームページで確認でき
ます。
■問 都市政策課計画係（☎ 35・
1134）

あおもり UIJ ターン
創業相談会 in 東京
　首都圏に弘前での創業・起業を検
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 19 日（土）、①午前
10時10分～、②午後１時10分～、
③午後３時10分～
※いずれも１時間30分程度。
▽ところ　東京交通会館（東京都千
代田区有楽町）８階青森暮らしサ
ポートセンター
▽申し込み方法　１月15日までに、
所定の申込書に必要事項を記入し、
ファクスかＥメールで申し込みを。
※詳しくは県ホームページ（https:
//www.pref.aomori.lg.jp/sang
yo/shoko/support_for_entrepr
eneurs.html）で確認を。
■問青森県商工労働部地域産業課創業
支援グループ（☎青森017・734・
9374、 ■Ｆ 017・734・8107、 ■Ｅ
chiikisangyo@pref.aomori.lg.jp）

求職者支援訓練受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【ゼロから始める調剤薬局・パソコ
ン科（託児付き）】
▽とき　２月４日～５月２日
▽ところ　キャリアスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽申込期限　１月８日（火）
【医事ビジネス科】

▽とき　３月１日～８月30日
▽ところ　キャリアスクール・ソフ
トキャンパス弘前校（土手町）
▽申込期限　２月４日（月）
【地域観光ビジネス科】
▽とき　３月22日～７月 19日
▽ところ　JMTC 弘前教室（外崎
４丁目）
▽申込期限　２月25日（月）
【県産品を売ろう！企画・営業・販
売科（託児付き）】
▽とき　３月29日～８月 28日
▽ところ　キャリアスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室
▽申込期限　３月４日（月）
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽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、申込期限までに各訓練施
設へ受講申込書を提出してくださ
い。
▽職業訓練説明会　12 月 20 日お
よび２月 25 日に市民文化交流館
ホール（駅前町、ヒロロ４階）で、
職業訓練制度および訓練内容の説明
を行います。1月 24日には同会場
で各コースの体験会を行います。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

清水森ナンバを
栽培してみませんか
　弘前在来トウガラシ「清水森ナン
バ」を栽培する新規会員を募集して
います。なお、健康な土で高品質な
ナンバを栽培するために、栽培を始
める前に土壌診断をする必要があり
ます。
■問在来津軽清水森ナンバブランド確
立研究会事務局（青森県特産品セン
ター内、中村さん、☎39・1811）

 教室・講座
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 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  172,339人　   （－    108）
　 男　　  78,970人　   （－              40）
　 女　　  93,369人　   （－              68）
・世帯数　 71,912世帯   （＋              21）
平成 30年 11月１日現在（推計）


