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市民ボランティアによる
パソコン講座

【エクセル 2010 応用講座】
▼とき　９月 13 日・20 日・
27日（いずれも金曜日）の午
前 10時～午後３時（３日間で
１セット）
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　表計算ソフト（エクセ
ル2010）の活用方法など
▼対象　エクセル 2010 の操
作ができる市民＝ 30人（先着
順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、USB メ
モリ、昼食
▼申し込み受け付け　８月 18
日（日）～
■問学習情報館（総合学習セン
ター内、☎ 26-4800、午前８
時30分～午後５時）

ハーバリウム作り教室

▼とき　９月 21 日（土）、①
午前９時30分～10時 30分、
②午前11時～正午
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
▼対象　小学生以上＝各回 15
人（小学生は保護者同伴、初参
加の人を優先）
▼参加料　無料
▼申し込み受け付け　９月８日
（日）～
■問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（☎ 36-3388〈午前９
時～午後４時〉、月曜日〈月曜
日が祝日の場合は翌日〉は休み）

弘前学院大学開放講義（後期）

▼とき　９月 25日（水）～令
和２年２月３日（月）
▼ところ　弘前学院大学（稔町）

※駐車場は利用できませんので公
共交通機関等でお越しください。
▼科目　英会話ⅢＢ、哲学と論
理Ｂ、こころと疲労など
▼受講料　無料（資料代2,500
円が必要）
▼申し込み方法　９月２日（月）
～７日（土）に、直接窓口へ申
し込みを。
※ 詳しくはホームページ
（http://www.hirogaku-u.
ac.jp） で確認するか、問い合
わせを。
■問 弘前学院大学学務課（☎
34-5211）

ひろさき未来創生塾塾生募集

　市の未来を創造し、市民自ら
が地域の魅力を高める企画を考
え、実践するための人材育成塾
の塾生を募集します。受講期間
など詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
▼対象　市民または市内に通
勤・通学している 20 代・30
代の人＝ 10人程度
▼受講料　無料
▼申し込み方法　９月６日（金）
までに、エントリーシートに必
要事項を記入のうえ、Ｅメール
で申し込みを。
※エントリーシートは企画課で
配布しているほか市ホームペー
ジからダウンロードできます。
【事業説明会】
　過去の人材育成塾をきっかけ
に、現在、地域で活躍している
人と講師との対談形式で、これ
までの活動の経緯や楽しさ、難
しさなどを伺います。
▼とき　８月 24 日（土）、午
後１時～３時
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼講師　大西晶子さん（SEEDS 
NETWORK 理事長）、辻正太
さん（BOLBOP代表取締役）

▼ゲスト　鹿内葵さん（スポ
ネット弘前理事長）、一條敦子
さん（ふれ～ふれ～ファミリー
代表）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 22 日
（木）までに、電話かEメール（住
所・氏名・年齢・電話番号を記
入）で申し込みを。
※当日参加も可。
■問 企画課（市役所２階、☎
26-6349、 ■Ｅ kikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

高齢者健康トレーニング教室

　６種類のトレーニングマシー
ンを使った軽い負荷による運動
プログラムです。専門のスタッフ
がサポートしますので、健康増進、
介護予防にご利用ください。
▼とき　毎週月曜日～土曜日
の①午前８時 50 分～、②午
前９時 50分～、③午前 10時
50分～、④午後１時40分～、
⑤午後２時40分～、⑥午後３
時 40分～（いずれも 40分程
度）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階高齢者健康トレーニング教室
▼利用期間　10 月～翌年３月
（週１回。利用開始から最長６
カ月）
▼対象　65 歳以上の市民＝
100人
▼申し込み方法　９月７日（土・
必着）までに、往復はがき（住所・
氏名・生年月日・電話番号・利
用希望曜日と利用希望時間〈第
１希望から第３希望まで〉を記
入）で申し込みを。
※家族や友人同士での応募はは
がき１枚で可。応募多数の場合
は抽選で決定（新規利用者を優
先）。９月中旬以降、結果を郵
送します。
■問高齢者健康トレーニング教室
（〒 036-8003、駅前町９の

20、☎ 35-0161）
※教室は、ヒロロのほか、ロマ
ントピア（水木在家字桜井、☎
84-2236）や温水プール石川
（小金崎字村元、☎ 49-7081）
でも実施しています。詳しくは
各教室に問い合わせを。

レザークラフト体験教室

▼とき　10 月４日（金）、午
前 10時 30分～正午／午後１
時30分～３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼内容　革素材の手作りキーホ
ルダー製作
▼講師　笹木啓子さん
▼対象　弘前市ほか圏域７市町
村に在住する人＝各回20人
▼参加料　1,000 円
▼申し込み方法　９月 13 日
（金・当日消印有効）までに、
はがきまたはＥメール（①郵便
番号・住所、②氏名〈ふりがな〉、
③希望時間〈午前・午後のどち
らか〉、④年齢、⑤電話番号を
記入）で申し込みを。
※１回の応募で２人まで申し込
みできます。応募者多数の場合
は抽選を行い、結果を９月 24
日（火）に通知します。
■問津軽広域連合レザークラフト
体験教室係（〒 036-8003、
駅前町９の 20、ヒロロ３階、
☎ 31-1201、 ■Ｅ rengou@
tsugarukoiki.jp）

納税通知書等送付用窓付封筒
に広告を掲載しませんか

　市・県民税、軽自動車税およ
び固定資産税・都市計画税の納
税通知書等送付用の窓付封筒に
掲載する有料広告を募集してい
ます。掲載できる広告は、納税
通知書等を郵送する性格上、い
くつかの条件があります。詳し
くは市ホームページで確認を。
▼印 刷 予 定 枚 数　約 22 万
1,000 枚
▼掲載規格など　縦 60㎜×横
105㎜、２枠
▼掲載料　１枠当たり年間 16
万円
▼申込期限　10月 18日（金）
■問市民税課（市役所２階、☎
35-1117）

▲封筒（イメージ図）

口
くち

コミサイトを活用しよう！

　訪日外国人観光客の誘致のた
め、口コミサイトや SNSの登
録・運用を専門スタッフがサ

ポートします。
▼対象　市内の観光関連事業者
＝10団体（先着順）
▼支援期間　令和２年３月 31
日まで
▼申し込み方法　９月２日（月）
までに、応募用紙に必要事項を
記入の上、ファクスかＥメール
または持参を。
※応募用紙は国際広域観光課で
配布しているほか、市ホーム
ページからもダウンロードでき
ます。
■問弘前市インバウンド推進協議
会事務局（国際広域観光課内、
☎ 40-7017、 ■Ｆ 38-5867、
■Ｅ kokusai-kankou @city.
hirosaki.lg.jp）

新中核病院整備に係る準備
工事が始まります

　新中核病院の 2022 年早期
の運営開始に向け、現在の国立
弘前病院敷地内にある一部建物
の解体などの準備工事が始まり
ます。弘前病院の利用者や周辺
住民、通勤・通学等で付近を通
行する皆さんにはご不便をお掛
けしますが、ご理解とご協力を
お願いします。
　なお、具体的な工期が決ま
り次第、周辺住民等を対象に、
事前説明会を開催する予定で
す。
■問 地域医療推進室（☎ 37-
3788）

その他

サイズ :

縦 60mm×横 105mm

裏

広告欄
掲載料：

１枠当たり年間 16万円

広告欄

二十歳の祭典　火災や自然災害発生時など「もしも」のときに
活躍します。地域を守る消防団員募集中です。
詳しくは市ホームページでご確
認ください。
■問防災課（☎40-7117）

消 防 団 員 募 集 中

市ホームページQRコード→

▼とき　令和２年１月12日（日）、午前11時～
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼内容　式典、実行委員会による成人祭
▼対象　平成11年４月２日～平成12年
４月１日に生まれた人
■問生涯学習課（☎82-1641）


