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カート不可）、乳幼児の敷物（タオ
ルなど）、お世話道具、飲み物（母子）
▽その他　事前に問診などを行いま
すので、早めにお申し込みを。
■問ウイング弘前（☎38・8131）

登山教室　

【登山】
▽とき　６月19日（日）
▽ところ　森吉山ヒバクラコース
（森吉山麓高原～山頂）
※登山道の状況や天候によって変更
となる場合があります。
▽定員　25人（先着順）
※事前学習会の受講が必要です。
【事前学習会】
▽とき　①＝６月 11 日（土）、午
後１時半～３時半、②＝６月 16日
（木）、午後７時～９時
※①②いずれか１回を受講。
▽ところ　弘前勤労者山岳会事務所
（蔵主町）
▽参加料　5,500 円（保険料、交
通費を含む）
※学習会のみの参加は300円。
▽申し込み方法　６月３日（必着）
までに、はがき（住所・氏名・性別・
生年月日・電話番号を記入）で、竹
内豪さん（〒036・8115、広野１
丁目16の 11）へ。
※Ｅメールまたは弘前勤労者山岳
会のホームページ（http://www.
hirosakirousan.net/）からも申
し込みできます。
■問弘前勤労者山岳会（竹内さん、
☎ 携 帯 090・7074・3979、 ■Ｅ
kndrm915@yahoo.co.jp）

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　①６月 25日の午後
１時～２時＝絵本と声の力－言葉の
響き合いを味わいましょう－／②６
月 25日の午後２時 15分～３時＝
すばらしき絵本の世界～あの絵本は
なぜ売れたのか？を科学する～／③
７月９日の午前９時～正午＝「一目
刺し」をしてみませんか／④７月
23日の午前 10 時～、午後１時～
＝ＣＧでプリント布地をつくってみ
ませんか～チェック柄編～／⑤７月
24日の午前９時半～午後１時＝「お
いしい津軽のおかず」を作りましょ
う（10）

▽ところ　東北女子短期大学（上瓦
ケ町）
▽対象　①②高校生以上＝ 20人／
③中学生以上＝ 10人／④中学生以
上＝各回３人／⑤高校生以上＝ 30
人
▽受講料　①②③④＝無料／⑤＝
400円（食材料費として）
▽申し込み方法　５月 18 日から、
ホームページ、はがき、Ｅメール、
電話またはファクス（住所・氏名・
電話番号・希望講座名を記入）で申
し込みを。
※受講者には、はがきで受講票を送
付しますので、当日持参を。
■問東北女子短期大学公開講座係
（〒 036・8503、上瓦ケ町 25、
☎ 32・6151、 ■Ｆ 32・6153、
■Ｅ tibunken@toutan.ac.jp、 ■Ｈ
http://www.toutan.ac.jp）

高齢者健康トレーニング教室

～ロマントピア教室で毎日開催中～
　６種類のトレーニングマシンを
使った軽い負荷による運動プログラ
ムを実施しています。専門研修を受
けたスタッフがサポートしますの
で、健康増進、介護予防としてご利
用下さい。なお、利用には事前の申
し込みが必要です。
▽利用時間　午前９時～午後５時
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）森林科学館
▽対象　満 65 歳以上の市民=各
回６人（１日４回開催）
▽参加料　無料
▽持 ち 物　健康保険証、室内用
シューズ、飲み物、タオル
■問介護福祉課高齢者健康トレーニ
ング、ロマントピア教室（☎ 84・
2236）

プラネタリウムに絵を飾ろう!!

　中央公民館では、８月のスター
ウィーク（星座に親しむ週間）にち
なみ、７月23日～８月 22日に「ス
ターウィーク絵画展」を開催します。
　開催に先駆けて、展示する作品を
募集します。
▽テーマ　「ぼくの、わたしのお星

さま」
▽対象　就学前の幼児
▽応募規定　①紙質は画用紙でサイ
ズは八つ切り／②着色は蛍光ペン・
色鉛筆を使用しない／③自作、未発
表の作品で１人１点／④テーマにち
なんだ内容の作品とする／⑤作品の
タイトルを作品中に入れない
▽応募方法　作品の裏面に、タイト
ル・住所・氏名・年齢・幼稚園、保
育園名・電話番号・作品返却希望の
有無を記入し、折り曲げないで郵送
または持参してください。
▽応募締め切り　７月11日（必着）
▽作品の選考　絵画展期間中のプラ
ネタリウム観覧者の投票により、上
位３人の作品を優秀作品とし、プラ
ネタリウム掲示板および同館ホーム
ページで発表します。
▽表彰　優秀作品には賞状と副賞を
贈呈します。
▽作品の展示　弘前文化センター
（下白銀町）プラネタリウム展示ロ
ビーで展示します。
▽作品の返却　優秀作品を除く作品
は、９月10日までに返却します（優
秀作品は９月 10日までプラネタリ
ウム展示ロビーで展示）。
■問中央公民館（〒036・8356、下
白銀町19 の４、弘前文化センター
内、☎ 33・6561、火曜日は休み）

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～　
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、５月をパトロール強化月間とし、
全国一斉パトロールを実施します。
　当市でも、関係機関と合同でパト
ロールを実施します。係員が解体工
事現場などに立ち入る時は、ご協力
をお願いします。
　また、対象工事は建設リサイクル
法による届出が必要です。工事着手
日の７日前までに建築指導課へ届出
書を提出してください。
▽実施期間　５月中旬～下旬
▽対象工事　建築物の解体工事（床
面積 80㎡以上）、建築物の新築・
増築工事（床面積 500㎡以上）、建
築物の修繕・模様替えなどの工事（請
負代金 1億円以上）、その他の工作
物に関する工事（土木工事、請負代

金500万円以上）
▽その他　分別解体等および再資源
化等の対象となる特定建設資材＝コ
ンクリート、コンクリートおよび鉄
からなる建設資材、木材、アスファ
ルト・コンクリート
■問建築指導課（☎40・7053）

ベトナムでの食品の県産品
フェア・商談会出展者を募集
　八戸市、青森市、おいらせ町、
東北町との連携事業として、地域
企業の海外販路拡大を支援するた
め、ベトナムで食品の県産品フェ
ア「Japan Aomori Food Fair 
2017」と商談会を開催します。フェ
ア等の会場で商品販売、海外企業と
の取引・商談などを希望する企業を
募集しますので、ぜひご応募くださ
い。
　なお、この事業に関する予算につ
いては、６月に行われる第２回定例
会で審議されます。予算案の可決を
もって事業を実施します。
▽とき　平成 29 年１月 18 日～
22日（５日間）
▽ところ　イオンモールロンビエン
店（ベトナム・ハノイ市）
※事業内容、応募資格、出展経費の
助成など、詳しくは問い合わせを。
■問５月 31日までに、商工政策課物
産振興室（☎35・1135）へ。

目の見え方などに関する
相談教室
～目の見え方で気になることはあり
ませんか？～
▽とき　５月 26 日、６月 23 日、
８ 月 25 日、10 月 27 日、11 月
24日、12月 22日、平成 29年１
月 26日の午前 10時～正午、午後
１時～３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）就学支援室
▽内容　見えにくさへの対処、見え
方に配慮した遊ばせ方や育て方、学
級における指導方法、生活に活用で
きる便利グッズの紹介など
▽対象　市民（乳幼児も可）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　無料
■問ロービジョン相談支援センター
（青森県立盲学校内、☎青森 017・

726・2239、土・日曜日、祝日を
除く午前９時～午後４時）

市の管理業務を
指定管理者が行います
　市民文化交流館および駅前子ども
の広場内にある遊び場（いずれも駅
前町、ヒロロ内）の管理運営業務を
６月から指定管理者が行うことにな
りました。
▽業務内容　貸館業務、施設・設備
の維持管理など
※利用料金、利用時間は従来通りで
変更ありませんが、受付時間が午前
８時半～午後９時までに変更（延長）
となります。
▽指定管理者　マイタウンひろさ
き・スポネット弘前・東北データー
サービスグループ
▽指定管理期間　６月１日～平成
33年３月 31日
■問市民文化交流館（☎35・0154）
※５月中は、文化スポーツ振興課（☎
40・7015）へ。

御所温泉の管理業務を
指定管理者が行います
　御所温泉の管理運営業務を６月か
ら指定管理者が行うことになりまし
た。
▽業務内容　御所温泉の受付・清掃
業務、施設・設備の維持管理
※使用料、利用時間、休館日は従来
通りで変更ありません。また、購入
済みの回数券についても従来通り使
用できます。
▽指定管理者　弘前豊徳会
▽指定管理期間　６月１日～平成
31年３月 31日
■問御所温泉（☎84・2114）

駅前こどもの広場
託児付連続講座

“＊パパラボ＊あそび研究所”
～父親だって子育てがしたい !! そ
して家族に褒められたい !! ～
　子どものために、父親だからでき
る「遊び」を創作する講座です
▽とき　①６月 18日／②６月 25
日／③７月２日
※時間はいずれも午前 10 時～正
午。３回で１セットの講座です。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階駅
前こどもの広場多目的室、イベント
スペース
▽内容　①ダンボールを使った子ど
もが夢中になれる遊びを考えます／
②１回目で考えた遊びを実際に形に
します／③親子で仕上げ製作をし、
手作りの遊びの世界を楽しみます
▽コーディネーター　深作拓郎さ
ん（弘前大学生涯学習教育研究セン
ター講師）
▽フ ァ シ リ テ ー タ ー　学生・教
員研究会「らぶちる -Love for 
Children-」
▽対象　未就学児の父親＝ 20 人
（先着順）
※託児は15人まで。
▽参加料　無料
▽持ち物　託児を利用する人は、飲
み物やおやつ、おむつなどの持参を。
■問６月 13日までに、駅前こどもの
広場（☎35・0156）へ。
※詳しくは、弘前大学生涯学習
教育研究センターホームページ
（http://culture.cc.hirosaki-u.
ac.jp/sgcenter/) をご覧くださ
い。

産後エクササイズ

▽とき　毎週木曜日、午後２時 15
分～３時 15分
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽指導者　内木仁美さん（日本母子
健康運動協会認定産後運動指導者）
▽対象　生後３か月～ 12か月の乳
幼児と母親＝10組
▽参加料　1回＝ 1,944 円／月４
回受講＝6,480円
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　運動しやすい服装（ス

 その他
  

お詫びと訂正

　広報ひろさき５月１日号の５
ページ『特集　弘前デザインウィー
ク』の「城ロボプロジェクト」内、
「タッカー〈高岡城（弘前城）〉」と
「ホーリー（堀越城）」のキャラク
ター名の表記が逆でした。お詫び
して訂正します。
■問広聴広報課（☎35・1194）


