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3750、平日の午前８時半～午後５
時）

東北栄養専門学校公開講座

【Smart Life Project で健康寿
命をのばしましょう】
▽とき　８月８日（土）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　東北栄養専門学校（上瓦
ケ町）調理室
▽対象　高校生以上＝30人
▽受講料　無料
▽持ち物　エプロン、三角巾、ハン
ドタオル、筆記用具、電卓
■問電話、ファクス（住所、氏名、電
話番号、高校生は学年、一般の人は
年代を記入）またはホームページで
東北栄養専門学校（☎ 32・6152、
■Ｆ 32・6155、 ■Ｈ http://www.
tcomp.ac.jp/eisen/index.html）
へ。

～今日からはじめよう～
認知症予防！
はつらつ脳力アップ教室

▽とき　８月 10日～ 31日の毎週
月曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）会議室
▽内容　レクリエーションゲーム、
手足を使う簡単なリズム体操、小道
具を使って体を動かすゲームなど
▽定員　20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、フェースタオル、
内履き、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・教室
名を記入し、７月 30 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。１回のみの参加
も可能です。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

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 22 日・29 日、９月
５日・12日・26日、10月３日
▽ところ　消防本部（本町）３階大
会議室
▽対象　市内に在住・通勤・通学す
る高校生以上の人＝50人（先着順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事
項を記入し、８月５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、■Ｆ 35・7956、■Ｅ 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。
■問防災安全課（☎40・7100）

カルチャークラブ

▽とき　毎週火曜日の午前 10時～
11時（正午まで自主活動）
▽ところ　南富田町体育センター
▽内容　手芸や工作などの物作り体
験　
▽対象　市民
▽参加料　１回 300 円（別途材料
費が必要）
■問南富田町体育センター（☎ 34・
6122）

ひとり親家庭等
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。
○調理師試験準備講習会
▽講習日　９月14日・15日
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽定員　本年度の調理師試験を受験
する人＝４人
○パソコン講習会（個別指導）
▽とき　９月 14 日～ 11 月 19 日
（全 21回）
▽ところ　パソコンスクールＪＯＹ
（駅前３丁目）
▽定員　８人
○医療事務講習会（修了後、検定試

剣道暑中稽古

▽とき　７月 27日～ 31日（全５
回）、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・練習稽
古・講話
▽対象　市民＝150人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
※用具は各自で準備を。
▽申し込み　当日会場で受け付け
■問市民体育館（☎36・2515）

2015東北コンピュータ
専門学校サマー講座
▽とき　８月１日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　東北コンピュータ専門学
校（上瓦ケ町）
▽内容　スマートフォン・タブレッ
ト活用術～夏編！国内・海外旅行～
※タブレットは用意します。
▽対象　高校生以上＝ 20人（先着
順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　７月 24 日まで
に、ホームページ、Ｅメール、はが
き、電話またはファクス（住所・氏
名・電話番号を記入）で、東北コン
ピュータ専門学校へ。
■問 東北コンピュータ専門学校
（〒 036・8503、上瓦ケ町 12、
☎ 32・6154、■Ｆ 32・6155、■Ｈ
http://www.tcomp.ac.jp、 ■Ｅ
comp@tcomp.ac.jp）

男子ごはん料理教室

▽とき　８月３日・４日、午前 10
時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階栄養指導室
▽内容　カレーチーズパエリア、夏
野菜のコブサラダ、人参と芽かぶの
スープの調理
▽対象　市内在住の男子高校生・大
学生＝各日15人
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン・三角巾、はし
▽申し込み方法　７月 21日から電
話で受け付け
■問 弘 前 市 保 健 セ ン タ ー（37・

験を受験）
▽とき　９月２日～11月20日（全
31回）
▽ところ　S.K.K. 情報ビジネス専
門学校（徳田町）
▽定員　母子家庭の母および寡婦＝
15人
～共通事項～
▽受講料　無料（教材費、受験料は
本人負担）
▽申込期間　７月 24 日～８月 14
日
▽申込先　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。
※申込書は子育て支援課で配付。申
し込み多数の場合は抽選で決定しま
す。
■問子育て支援課（☎40・7039）

平成まんじ札2015を
集めてみませんか
　市の歴史や文化を感じられる「平
成まんじ札」を配布します。
▽とき　７月18日～９月 13日
▽配布場所　市中心街をメーンとし
た44店舗・施設
▽コース　①１日体験土手町ルート
（23店舗）／②観光施設ルート（５
施設）／③市内近郊コンプリート
ルート（①②を含む全店舗）
※ポスターやチラシをヒントに収集
を。
▽その他　各店舗・施設で 300 枚
配布します（なくなり次第終了）
■問弘前青年会議所（☎34・4458）

発掘調査現地説明会

　市教育委員会では、市道独狐蒔苗
線整備事業に伴い、平成 24年度か
ら油伝（２）遺跡の発掘調査を実施
しています。今年度は調査最終年度
にあたります。
　今回の現地説明会では、出土遺物
とともに発掘現場を紹介します。油
伝（２）遺跡最後の現地説明会です
ので、ぜひ参加を。
▽とき　７月26日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▽ところ　油伝（２）遺跡発掘調査

現場（蒔苗字油伝42ほか）
※県道 35号五所川原岩木線を賀田
から船沢方面へ向かうと、鼻和集落
に入ってすぐの交差点付近で、文化
財課職員が交通案内します。
■問文化財課埋蔵文化財係（☎ 82・
1642）

夏季河川清掃美化運動

　市と市町会連合会が、市内主要６
河川と、誰でも自由に参加できる清
掃区域で、清掃美化運動を実施しま
す。清掃開始時間は地区によって異
なりますので、事前にお問い合わせ
ください。
▽とき　７月26日（日）
※大雨の場合は中止。
▽ところ　団体清掃区域＝土淵川・
寺沢川・腰巻川・後長根川・大和沢
川・前川／自由清掃区域＝岩木川悪
戸河川敷運動広場・岩木茜橋の夕陽
水辺の楽校
■問環境管理課環境事業所環境事業係
（☎32・1952）

健やか育児相談

▽とき　７月27日（月）、午前10
時～ 11時 45分（受け付けは午前
10時～ 11時半）
▽ところ　駅前こどもの広場（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　子育て相談（育児、食事、
歯みがきについて）
※子育てについての講座（保健師
による「知っておきたい子どもの
肥満」）が午前 10時半～ 10時 50
分にあります。
▽対象　乳幼児の保護者とその家族
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
※歯の相談を希望する人は、普段
使っている歯ブラシを持参してくだ
さい。
■問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

司法書士の日
相続登記無料相談会
　青森県司法書士会は「司法書士の
日」の記念事業として、相続登記に
関する無料相談会（面接形式での相
談）を開催します。
▽とき　８月１日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽相談料　無料
※具体的な手続きが必要になる場合
は、別途費用が掛かります。
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

伝統工芸品等活用
促進事業費補助金
　市では、伝統工芸品等の活用促進
を図るため、市内の飲食店や宿泊施
設などが購入する食器や装飾品に市
の伝統工芸品等を活用する場合に、
購入費の一部を補助します。
▽募集期間　随時（予算が無くなり
次第終了）
▽対象事業　市内の店舗などで使用
する伝統工芸品等（食器や装飾品）
の購入事業
※交付決定日以降に購入したものに
限る。
▽対象者　市内で飲食店・宿泊施設・
理美容院・服飾店・雑貨店・書店な
どを経営する法人または個人その他
市長が適当と認めるもの
▽対象経費　対象者が店舗などで使
用する食器類や装飾品の購入経費
※市内で製造または販売する事業者
から購入するもので、購入経費が
10万円以上のものに限る。
▽対象工芸品　①津軽塗／②津軽焼
／③下川原焼土人形／④あけび蔓細
工／⑤こぎん刺し／⑥弘前こけし・
木地玩具／⑦津軽凧（だこ）／⑧錦
石／⑨津軽打刃物／⑩津軽竹籠／⑪
津軽裂織（さきおり）／⑫ブナコ
▽補助金額　10万円を限度（補助
率２分の１）
※制度の概要および交付申請書は市
ホームページからダウンロードでき
ます。
■問商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

 その他
  

今年度の作業風景


