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に見学できます）
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）３階306講義室
▽講師　小磯重隆さん（弘前大学学
生就職支援センター准教授）
▽対象　市内児童・生徒の保護者
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。当日は弘
前大学には駐車できません。誘導員
がいますので、自家用車は第三中学
校（豊原１丁目）へ駐車を。
■問問学校教育改革室（☎82・1645）

かっこいい大人養成講座２

～登山囃子を覚えて
　　　　　　　お山参詣に行こう～
　津軽全域から豊作を願う人々が岩
木山を目指す伝統行事「お山参詣」
に、登山囃子（ばやし）の笛を覚え
て参加できるようになるための初心
者向け講座です。
▽とき　８月10日・17日・18日・
21日の午後７時～９時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）中会議室
▽内容　登山囃子の笛の演奏に必要
な譜面の見方、音の出し方、姿勢な
どの基本的な指導から実際の演奏ま
で／お山参詣の歴史や参加方法、楽
しみ方の解説
▽講師　津軽笛地域づくり実行委員
会
▽対象　ねぷた囃子を笛で演奏した
ことがある人（18 歳以上）＝ 40
人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　登山囃子の笛（６寸３分）
※持っていない人は相談を。
■問問８月８日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■ＦＦ 33・4490、
■ＥＥ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

弘前市防災マイスター
育成講座
　市では、防災に関する高い意識と
知識を持ち、地域防災の推進者とな
る「防災マイスター」の育成を目的
とした講座を開講します。
▽とき　８月 23 日、９月６日・
20日・27日、10月４日・18日・
25日、11月８日・15日
▽ところ　消防本部（本町）３階大

会議室
▽対象　市民または市内に通勤・通
学するおおむね20歳以上の人
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事
項を記入し、８月８日までに郵送、
ファクスまたはＥメールで、防災安
全課（〒036・8551、上白銀町１
の１、■ＦＦ 35・7956、■ＥＥ bousai-
anzen@city.hirosaki.lg.jp）へ。
※申込書は防災安全課（市役所３階、
窓口 305）に備え付けているほか、
市ホームページからダウンロードで
きます。また、講義内容・時間など
の詳細については、ホームページを
ご覧ください。
■問問防災安全課（☎40・7100）

ベテランズセミナー

　食品表示のあれこれを知って、賢
く買い物をしませんか。
▽とき　８月28日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽集合　弘前文化センター（下白銀
町）２階中会議室
▽テーマ　くらしのあれこれ②
「知って得をする食品表示」
▽講師　田中栄子さん（県消費者協
会消費生活相談員・啓発専門員）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝50人程度
▽受講料　無料
■問問８月 25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。

就業支援講習会

　母子家庭の母・父子家庭の父およ
び寡婦で、全日程出席できる人を対
象に開催します。
○介護職員初任者研修課程講習会
▽とき　８月～９月（全25回）
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部（小比内３丁目）
▽対象　母子家庭の母および寡婦＝
15人
▽申込期間　７月25日～８月８日
○医療事務講習会
▽とき　９月～11月（全 30回）
▽ところ　Ｓ . Ｋ . Ｋ . 情報ビジネ
ス専門学校（徳田町）
▽対象　母子家庭の母および寡婦＝

剣道暑中げいこ

▽とき　７月29日～８月２日
　　　　午前６時～８時
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　基本動作、基本技、練習げ
いこ、講話
▽対象　市民＝150人
※用具は各自で準備を。
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
※当日会場で受け付け
■問問市民体育館（☎36・2515）

子ども天文クラブ公開講座

宇宙の落とし物～流れ星をつかまえ
よう～
　８月中旬に見ごろを迎えるペルセ
ウス座流星群、織姫星や彦星をはじ
めとした夏の星空についての解説
や、南から西の空にかけて見られる
火星、土星の観察をします。
▽とき　８月９日（土）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　星と森のロマントピア天
文台「銀河」（水木在家字桜井）
※現地集合・解散。
▽講師　鶴見弥生さん（みちのく天
文同好会）
▽対象　市内の小・中学生
※親子や団体での参加も可。小学校
２年生以下は保護者同伴で。
▽定員　30人（保護者などを含む、
先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、デジタルカメ
ラ（持っている人）、防寒具
■問問８月８日までに、中央公民館
（ 〒 036・8356、 下 白 銀 町 19
の４、弘前文化センター内、☎
33・6561、 ■ＦＦ 33・4490、 ■ＥＥ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

子どもの進路を応援する
ための「キャリア講話」
　弘前大学オープンキャンパスにお
いて、保護者のためのキャリア講話
を実施します。
▽とき　８月８日（金）、午前 11
時～正午（オープンキャンパスは午
前 10時～午後３時で、構内を自由
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15人　
▽申込期間　７月 25日～８月 15
日
○パソコン講習会
▽とき　９月～11月（全 10回）
▽ところ　パソコンスクールＪＯＹ
（駅前３丁目）
▽対象　父子家庭の父＝５人
▽申込期間　７月 25日～８月 15
日
～共通事項～
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に写真（縦
４㎝×横３㎝）を貼付し、子育て支
援課（市役所１階、窓口106）へ。
※申込書は同課で配布。また、申し
込み多数の場合は抽選。
■問問子育て支援課（☎40・7039）

文化センターに
みんなの作品を飾ろう☆
～子どもの作品大募集 !～
　弘前文化センターを会場に今年で
53回目を迎える「弘前市子どもの
祭典」（11月３日開催）において、
子どもの作品展示会を開催します。
当日展示する小・中学生の作品を募
集しますので、夏休み中に作った作
品など、奮ってご応募ください。
▽対象　市内の小・中学生
▽テーマ・応募規定など　
○団体作品　一つの作品を２人以上
で作成。絵画や工作など内容は自由
○個人作品
①工作の部…自分の手で作った工作
作品
②絵画の部…八つ切りサイズの画用
紙に描いた絵画で、テーマは「○○
の輪」（例：笑顔の輪）
▽応募方法　作品に、タイトル・住
所・氏名（ふりがな、団体作品は複
数）・性別・学校名（団体名）・学年・
電話番号・指導者氏名を記入したも
のを添付し、郵送または持参してく
ださい。
▽受付期間　９月 29日までの午前
８時半～午後５時（火曜日を除く）
▽その他
○応募者全員に参加賞を贈呈（作品
返却時に贈呈）
○各部門の優秀作品に選ばれた人は

子どもの祭典開会式において表彰
○応募作品は11月５日～20日に、
中央公民館事務室で返却
■問問弘前市子どもの祭典実行委員会
事務局（〒 036・8356、下白銀
町 19 の４、弘前文化センター１
階中央公民館内、☎ 33・6561、
■ＦＦ 33・4490、 ■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

全国消費実態調査にご協力を

　家計の構造を総合的に把握するこ
とを目的に、９月から 11月までの
３カ月間にわたり実施します。
　調査の結果は、国や都道府県の各
種行政施策や消費・経済を分析する
ための貴重な資料となります。
　調査地域の世帯確認のため、７月
から、調査員が対象地域のすべての
住宅を訪問し、世帯主の氏名などを
お尋ねしますので、ご協力をお願い
します。
　なお、統計調査により集められた
個人情報は、統計法により保護され
ますので、安心してご記入ください。
■問問行政経営課（☎34・3575）

市民参画センター
開館時間変更のお知らせ
　８月１日～４日は、市民参画セン
ター前にねぷた観覧の桟敷席が設置
され、センターへの出入りが困難に
なることが予想されますので、次の
とおり開館時間を変更します。
▽変更期間　８月１日～４日
▽開館時間　午前９時～午後５時
■問問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

第９回「廃品おもしろ工夫展
inプラザ棟」作品募集
　身の回りにある不用品や、ゴミと
して処分される包装紙、新聞紙、ダ
ンボール、紙パックなどを使って制
作された作品を募集します。
▽募集作品　「紙類を使った作品」
で、他のコンテスト（学校内のもの
を除く）に出品したことがないもの。
▽対象　弘前市、平川市、大鰐町、
藤崎町、板柳町、西目屋村の小学生
および特別支援学校の児童生徒＝個

人またはグループ
▽作品内容
○材料　メインの部分が不要な紙類
であれば、他の部分の材料の種類は
問いません。ただし、素材の色を生
かすためにできるだけ彩色はしない
でください。
○大きさ　おおむね 50㎝× 50㎝
× 50㎝以内
▽応募方法　規定の申し込み用紙に
必要事項を記入し、９月２日～ 12
日の午前９時～午後４時に、弘前地
区環境整備センタープラザ棟（町田
字筒井）へ、個人・グループ・学校
ごとに作品を持ち込んでください。
出品作品数は個人または１グループ
１点までとします。申し込み用紙お
よび募集要項は弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟で配布しています。
また、ホームページからダウンロー
ドすることもできます。
▽展示・審査　９月 20日～ 11月
30日の期間、弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟に展示し、優秀作品
には特別賞を授与します。また、応
募者全員へ記念品を贈呈します。
■問問弘前地区環境整備センタープラ
ザ棟（☎ 36・3388、受付時間
は午前９時～午後４時■ＨＨ http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
hirokan/sisetu/02.html）
※月曜日は休館日。月曜日が祝日の
場合は翌日が休館日。

バス車内事故防止
キャンペーン
　青森県バス協会では、７月の１カ
月間、「バス車内事故防止キャンペー
ン」を実施しています。
 バス車内事故防止のため、次のこ
とについて、皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
〇走行中に席を離れると、転倒など
思わぬけがをする場合があります。
降りるときは、バスが停留所につい
て扉が開いてから席を立つようにし
ましょう。
〇バスは安全運転に徹しています
が、やむを得ず急ブレーキをかける
場合があります。満席により席に座
れない場合は、つり革や握り棒に
しっかりつかまりましょう。
■問問青森県バス協会（☎青森 017・
739・0571）

 その他
  


