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■問い合わせ先　環境管理課環境事業所（町田字筒井、☎35・1130）

今年 ６ 月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 １人１日当たり
のごみ排出量
（４月～６月の累
計から換算）

今年
昨年
差

5,811t

1,079g
1,130g
-51g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化ごみなどは除く。）

308t 減 !!
（昨年同月比） 

　コンビニなどでもらう割りばし
は、年間１人当たり 200 膳、市
民全員では年間 177 ｔが燃やせ
るごみになっているよ！
　家や学校、職場で食べる時は
割りばしをもらわず、お気に入
りの「マイはし」を使おう！

たか丸くんの　ごみ減量速報
 

第５回北の文脈文学講座
「正岡子規と佐藤紅緑」
▽とき　９月19日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽講師　齋藤三千政さん（郷土文学
研究家）
▽受講料　無料（観覧料は必要）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※事前の申し込みは不要。
■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。

ベテランズセミナー

▽とき　９月24日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽ テーマ　くらしの安心安全③「住
宅の防火対策と豆知識」
▽講師　弘前地区消防事務組合職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問９月 19日までに、電話かファク
スで、中央公民館（☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、火曜日は休み）へ。

弘前学院大学開放講義（後期）

▽とき　９月 25日～平成 28年２
月３日
▽科目　聖書と文学、精神保健学Ｂ、
介護実技など
▽受講料　無料（別途資料代2,500
円が必要）
※詳細はホームページ（http://

www.hirogaku-u.ac.jp）をご覧
になるか、お問い合わせください。
■問９月１日～ 11 日に、弘前学院
大学学務課窓口（稔町、☎ 34・
5211）へ。

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　９月 26 日（土）、午前９
時半～ 11時半（受け付けは午前９
時～）
▽ところ　弘前医療福祉大学救命棟
（小比内３丁目）
▽内容　「あなたにも救える命があ
る～ＡＥＤを含む心肺蘇生法と応急
手当～」…講師・立岡伸章さん（救
急救命学科助教授）
▽受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前医療福祉大学公開講座委員
（☎27・1001、■Ｆ 27・1023）

まちづくりファシリテーター
養成講座
【ファシリテーション＆ワークショ
ップ運営の基礎を学ぼう！】
　市民参加のまちづくりや地域活動
を進めていくために必要な考え方や
技術を身に付ける講座です。有効な
ワークショップの進め方なども実践
的に学べます。
▽とき　９月 26日の午後１時～４
時／ 10月 10日・24日の午前 10
時～午後４時（全３回）
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）202講義室
※駐車場はありませんので、公共交
通機関等でおいでください。
▽講師　土井良浩さん（弘前大学大
学院地域社会研究科准教授）
▽対象　全３回参加できる人で、ま
ちづくりや地域活動に興味がある人

や、ファシリテーターとして地域に
関わっていきたい人
▽定員　一般＝ 20人／学生＝ 10
人（先着順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　９月３日から、電
話、ファクスまたはＥメール（氏名・
電話番号・年齢・一般または学生の
別を記入）で申し込みを。
■問 市 民 協 働 政 策 課（ ☎ 35・
1664、 ■Ｆ 35・7956、 ■Ｅ
shiminkyoudou@city.hirosaki.
lg.jp）

健康寿命・体力アップアク
ティビティー
▽とき　平成 28年１月までの毎週
木曜日、午前10時～正午
▽ところ　南富田町体育センター和
室
▽内容　介護予防に向けた健康体
操、健康測定、スロージョギング、
冬場でもできるお手軽運動、スクエ
アステップ
▽対象　市民＝15人程度
▽参加料　月額3,000円
▽持ち物　タオル、飲み物、動きや
すい服装
■問スポネット弘前（☎ 32・6523）
／南富田町体育センター（☎ 34・
6122）

ニーハオ中国語教室

▽とき　10 月２日～平成 28 年３
月２日（各教室共通…全17回）
▽教室・曜日・時間　
【入門】①火曜日の午前10時～ 11
時半／②金曜日の午後６時～７時半
／③土曜日の午後６時～７時半
【初級】④火曜日の午前10時～ 11
時半／⑤金曜日の午後７時～８時半

【中級】⑥月曜日の午前９時 10分
～ 10 時 40 分／⑦月曜日の午前
10 時 50 分～午後０時 20 分／⑧
土曜日の午後６時～７時半
▽ところ　①②④⑤＝ヒロロ（駅前
町）／③⑧＝南富田町体育センター
／⑥⑦＝市民参画センター（元寺町）
▽講師　諾敏（ダクビン）さんほか
▽定員　各教室８人
※申込人数が少ない教室は開催しな
い場合もあります。
▽受講料　１万3,000円
※別途テキスト代として 1,000 円
～ 2,300 円が必要。
■問ニーハオサークル事務局（松江さ
ん、☎携帯 080・5748・4884、
■Ｅ motomuma@ybb.ne.jp）

高齢者夜間交通安全体験教室

　近年の、市内における交通事故で
亡くなった人の割合を見てみると、
65歳以上の高齢者の割合が高くな
っています。そこで市では、高齢者
の交通事故防止を図るため、参加体
験型の夜間交通安全体験教室を開催
します。
▽とき　10月５日（月）
　　　　午後４時～７時半
▽ところ　弘前モータースクール
（和泉１丁目）
▽内容　歩行者コース＝交通安全講
話、歩行実験、屋外実演（ライトの
届く距離、色による視認性、反射材
の効果など）／運転者コース＝交通
安全講話、運転実技、屋外実演（ラ
イトの届く距離、色による視認性、
反射材の効果など）
▽対象　65歳以上の市民
▽定員　歩行者コース＝ 30人／運
転者コース＝10人
▽参加料　無料
▽持ち物　運転免許証（運転者コー

スの人のみ）
※夕食を用意します。
■問９月 18日までに、都市政策課交
通政策推進室（☎35・1102）へ。

りんご産業イノベーション
支援事業費補助金
　市では、りんご産業の維持発展に
資すると考えられる「新たな」取り
組みに対して、補助金を交付します。
労働力の確保、作業の軽減、効率化、
高付加価値化などの革新的な取り組
みを募集します。
▽対象者　市内に住所を有し、組織
および運営に関する規定等がある２
戸以上のりんご生産者で組織する団
体、または農業生産法人・農業協同
組合・認定農業者・認定新規就農者
のいずれか
▽対象経費　外国人技能実習生受け
入れに係る経費、りんご産業のイノ
ベーションに資する設備設置や物品
購入、システム開発に係る費用など
▽補助金の額　補助対象経費の２分
の１に相当する額または 150 万円
のいずれか少ない額以内の額
▽申込期限　９月30日　
■問りんご課企画開発係（☎ 40・
7105）

「高齢者・障害者の人権あん
しん相談」強化週間
　青森地方法務局および青森県人権
擁護委員連合会では、強化週間中に
平日の相談時間を延長し、土・日曜
日も電話相談を行います。相談は無
料で秘密は守りますので、ひとりで
悩まずに相談してください。

▽期間　９月７日～ 11日の午前８
時半～午後７時、９月 12 日・13
日の午前 10時～午後５時
▽電話番号　☎0570・003・110
※強化週間期間以外の相談は、平
日の午前８時半～午後５時 15分で
す。

第２回HIROSAKI ビジネ
スアイデアコンテスト最
終審査会

　簡単なアイデアから、会社の長所
短所を生かしたアイデアまで、幅広
いビジネスアイデアが今年も集まり
ました。最終審査会では一次審査を
通過した人たちが自ら審査員の前で
プレゼンテーション形式で PRし、
審査されます。見学自由ですので、
興味のある人はお気軽に足を運んで
みてください。
▽とき　９月13日（日）
　　　　午前９時半～午後２時
▽ところ　土手町コミュニティパーク
■問弘前商工会議所青年部事務局（☎
33・4111）

夜間・休日納税相談の
ご利用を
　収納課では、日中や平日に納税相
談ができない人のために、夜間・休
日納税相談日を設けています。
▽夜間納税相談　９月 16日～ 18
日・24 日・25 日の午後５時～７
時半
▽休日納税相談　９月 27日の午前
９時～午後４時
　納期限までに納付できない事情が
ある人は、未納のままにせず、ぜひ
相談においでください。
■問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

 その他
 


