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銀町）２階中会議室
▽対象　少年教育指導員・青少年育
成委員などの少年教育の指導者、学
校の教員、保育所の保育士ほか、教
育関係者および関心のある市民
▽定員　80人
▽参加料　1,000 円（テキスト代
として）
▽持ち物　筆記用具、動きやすい服
装 
※内容など詳細については問い合わ
せを。
▽申し込み方法　申し込み用紙（中
央公民館〈下白銀町〉、佐藤内科医
院〈覚仙町〉に用意）に必要事項
を記入し、７月 10日までにファク
スで津軽広域救急支援機構事務局ま
で。
■問問津軽広域救急支援機構事務局
（〒 036・8204、覚仙町 15の１、
佐藤内科医院内、■ＦＦ 34・2317）

市民グラウンド・ゴルフ
初心者教室
▽とき　７月21日（月）
　　　　午前８時半～午後０時半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　グラウンド・ゴルフについ
ての正しい知識の指導と実技交流
※用具は貸し出します。
▽対象　基礎知識を学びたい人（子
どもも可）
▽参加料　無料（別途資料代・保険
料として100円必要）
■問問７月 11 日までに、弘前市グラ
ウンドゴルフ協会（奥出さん、☎
33・8908）へ。

夏休み「ちびっこ縄文講座」

▽日程と内容　
①縄文土器づくり＝７月27日（日）
／ところ…裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）
②縄文クイズラリー＝８月 17 日
（日）／ところ…史跡大森勝山遺跡
（裾野地区体育文化交流センター集
合）
※時間はいずれも午後１時～３時。
▽対象　市内在住の小学生で、①・
②の両方に参加でき、裾野地区体育
文化交流センターに各自で集合でき
る人

第３回北の文脈文学講座

▽とき　７月19 日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽テーマ　「太宰治の高校生活」
▽講師　鎌田紳爾さん（音楽家・文
学家）
▽受講料　無料（事前の申し込みは
不要。ただし観覧料は必要です）
▽観覧料　高校生以上＝ 100円／
小・中学生＝ 50円
■問問市立郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

イクメン養成講座Ⅰ

【男の料理教室～「アナタ、ありが
とう」なんて言われたら…】
　短時間で手軽にできるおかずと、
デザートを作ります。
▽とき　７月19日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階調理実習室
▽対象　家族やパートナーのために
料理を覚えたい市内在住の 18歳～
50歳の男性＝10人（先着順）
▽参加料　500円（材料費として）
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん２枚
■問問７月 16 日までに、中央公民館
（☎ 33・6561、■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

子どもの救急　外傷講習会

　野外活動が多くなる夏休みを前
に、ケガややけどなどへの応急措置
の知識と、救急車要請・搬送までの
手順、エピペンに関する知識を座学
と実践的グループレッスンで学びま
す。
※エピペンとは、アナフィラキシー
があらわれたときに使用し、医師の
治療を受けるまでの間、症状の進行
を一時的に緩和し、ショックを防ぐ
ための補助治療剤です。
▽とき　７月13日（日）
　　　　午前９時～午後１時
▽ところ　弘前文化センター（下白

※小学校３年生以下は保護者同伴
で。
▽定員　10人（先着順）
▽参加料　無料
▽受け付け開始　７月８日から電話
で受け付け（受付時間は土・日曜日
を除く、午前９時～午後５時）
■問問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

弘前大学公開講座　　　
「夏休みの数学2014」
▽日程と内容　８月７日＝「植物か
ら学ぶ不思議な図形・フラクタル」
／８月９日＝「アインシュタインと
エディトン～時空と重力の謎に挑む
～」
※時間は両日とも午前 10時半～午
後３時。
▽ところ　弘前大学理工学部（文京
町）２号館
▽対象　中学・高校の数学担当教員、
数学に興味のある市民・高校生
▽定員　各40人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、７月７日～ 25日に、郵
送かファクスで申し込みを。
※申込書は、弘前大学理工学
部 数 理 科 学 科 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.st.hirosaki-u.
ac.jp/̃mathsci/）からダウンロー
ドしてください。
■問問弘前大学大学院理工学研究科総
務グループ総務担当（〒 036・
8561、文京町３、☎ 39・3505、
■ＦＦ 39・3513）
※「あおもり県民カレッジ」の単位
認定講座です。

子ども自然観察クラブ
（公開講座）
▽とき　８月２日（土）　
　　　　午前９時半～11時半
▽集合場所　弘前文化センター（下
白銀町）３階視聴覚室
▽内容　弘前公園を散策しながら、
園内のトンボの生態や、その種類と
見分け方などについて学習します。
▽講師　村田孝嗣さん（弘前環境
パートナーシップ２１　自然環境グ
ループ代表）
▽対象　小・中学生とその保護者＝

30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、飲み水、タオ
ル、帽子、持っている人は虫捕り網、
虫捕りかご
■問問７月 27 日までに、電話かファ
クスで中央公民館（☎ 33・6561、
■ＦＦ 33・4490、火曜日は休み）へ。

脳トレ＆ミニバランス
ボール教室
▽とき　８月７日～ 28日の毎週木
曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　ミニバランスボールを使っ
たストレッチ体操、ミニゲーム、脳
トレーニングをしながらストレッチ
▽対象　市民＝40人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名・ボールの有無を記入し、７月
20日（必着）までに、克雪トレー
ニングセンター（〒 036・8101、
豊田２丁目３の１）へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き１枚で応募可。応募多数の場合は
抽選で決定します。
■問問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

食生活改善推進員養成講座

▽とき　８月 19 日・26 日、９月
８日・16日・30日、10月 14日・
21日の午前９時半～正午（初日と
最終日は午後1時から）
▽ところ　弘前市保健センター（野

田２丁目）２階大会議室
▽内容　食生活改善、生活習慣病の
予防、食品衛生の講話、栄養価計算、
調理実習など（10単位〈おおむね
20時間の受講が必要〉）
▽対象　全日程を受講できる人で、
受講後にボランティア活動ができる
市民＝30人（先着順）
▽受講料　1,728 円（テキスト代
として）
※託児室を用意します。  
■問問７月７日～ 31日に、弘前市保健
センター（☎37・3750）へ。

日本舞踊子ども教室

▽とき　平成 27年１月 30日まで
の毎月第１・３土曜日、午前 10時
半～午後０時半
▽ところ　宮川交流センター（堅田
２丁目）
▽対象　４歳以上の幼児～中学生＝
15人
▽参加料　無料
■問問はがきかファクス（住所・氏名・
学年・電話番号を記入）で、７月
31日までに西川菊静さん（〒036・
8062、青山３丁目５の５、■ＦＦ 37・
5450）へ。

県民駅伝選手選考会

　第 22 回青森県民駅伝競走大会
が、９月７日に青森市で開催されま
す。
　これに伴い、弘前市実行委員会で
は、大会での上位入賞を目指し、弘
前市代表選手選考会を行います。
▽とき　７月 20 日（日）、午後４
時スタート予定（午後３時～３時半

に現地で受け付け）
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
陸上競技場
▽内容　男子５㎞、女子３㎞
▽対象　高校生以上
■問問青森県民駅伝弘前市実行委員会
（松山さん、☎携帯 090・4476・
5901）

ひろさき合同就職面接会

▽とき　７月 16 日（水）、午後１
時～４時（受付は午後０時半～３時
半）
▽ところ　ベストウェスタンホテル
ニューシティ弘前（大町１丁目）３
階プレミアホール
▽対象　ハローワークに求職登録し
ている人（当日、会場でも登録でき
ます）
▽持ち物　履歴書、ハローワーク
カード（ハローワークに求職登録し
ている人）
▽参加料　無料
※参加企業など詳細については、青
森労働局ホームページをご覧くださ
い。
■問問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎55・0115）

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111
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今月の市税などの納期今月の市税などの納期

納  期  限  ７月31日
固 定 資 産 税  第２期
国民健康保険料  第１期
介 護 保 険 料  第１期
後期高齢者医療保険料  第１期

 その他
 

☆今月は第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替のご利用を。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が
　加算される場合があります。


