
18 ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.６.１ 19
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目）　　
▽申請内容　申請者…生活協同組合
コープあおもり／建築場所…松原東
３丁目２の２、２の３、２の９、２
の 23／建築物概要…用途＝日用品
の販売を主目的とする店舗、構造規
模＝鉄骨造２階建、約1,782㎡
※会場の都合により、傍聴人が多数
の場合はお断りする場合がありま
す。また、駐車場がありませんので
車での来場はご遠慮ください。
■問建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）　　　　　　

行政書士弘前コスモス会
による無料相談会
　相続・遺言を中心とした相談会で
す。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　６月14日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
■問弘前コスモス会ふたば行政書士事
務所（二葉さん、☎88・8781）

危険物安全週間

「危険物 決めろ無事故の ストライ
ク」（平成28年度危険物安全週間
推進標語）
　６月５日～ 11日は危険物安全週
間です。
　近年、全国的に危険物を取り扱う
際の事故が増加傾向にあります。事
故の原因は、誤った取り扱いやうっ
かりミスなど人的要因がほとんどで
す。危険物を取り扱うときは、安全
を再確認するように心掛けましょ
う。なお、消防本部では、危険物安
全週間にちなみ、危険物関係事業所
の消防訓練や立ち入り検査などを実
施します。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

１日体験ボランティア

　ボランティア活動を始めるきっか
けとして、１日だけの体験をしてみ
ませんか。
▽とき　６月 25 日（土）、午前９
時半～午後３時
▽集合場所　市民の森駐車場（座頭
石地区）

市ホームページからダウンロードで
きます。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に
なるかお問い合わせください。
■問防災安全課（☎40・7100）

子ども茶道教室

▽とき　６月 26 日、７月 31 日、
８月 14 日・21 日、９月 22 日、
10 月 10 日、11 月 23 日、12 月
11 日・18 日、平成 29 年１月 15
日の午前 10時～ 11時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）和室
▽内容　あいさつの仕方、お菓子・
お茶のいただき方、和室の歩き方な
ど
▽対象　幼児～中学生＝35人
▽参加料　毎回 200 円（お菓子代
として）
▽持ち物　靴下
■問江戸千家不白会弘前支部（岡山さ
ん、☎27・4639）

市民乗馬教室

▽とき　11月までの全７回（月曜
日を除く、予約制）
▽ところ　岩木川河川敷馬術練習場
（向外瀬１丁目）
▽内容　乗馬の基本
▽対象　市民＝20人
▽参加料　２万 5,000 円（レッス
ン７回分、傷害保険料、用具レンタ
ル料を含む）
■問弘前馬術協会事務局（☎ 33・
7066）

公聴会を実施します

　建築基準法第 48条第３項ただし
書きの規定（用途規制に係る特例許
可）による公聴会を実施します。
　この公聴会は、許可に利害を有す
る人から意見を伺うもので、対象と
なる人には、個別に通知します。ま
た、公聴会はどなたでも傍聴するこ
とができます。
▽とき　６月８日（水）
　　　　午後６時半～
▽ところ　松原集会所（松原東２丁

第10回ふれあい介護者教室

▽とき　６月19日（日）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　パインハウス岩木（賀田
２丁目）２階会議室ほか
▽テーマ　「今さら聞けない介護保
険のあれこれ」
▽内容　介護保険の種類や制度につ
いて、寸劇を交えながら分かりやす
く紹介します
▽対象　市民＝40人程度
▽参加料　無料
■問６月 18 日までに、松山荘在宅
介護支援センター（下山さん、☎
82・3330）へ。

弘前の歴史的文化遺産講座

▽とき　①６月 25 日、②７月 16
日、③７月 23 日、④８月 20 日、
⑤８月 27日、⑥９月 17日、⑦９
月24日、⑧ 10月 15日
※時間はいずれも午前９時半～ 11
時半。
▽ところ　①・③・⑦＝市民参画セ
ンター（元寺町〈予定〉）、②＝緑の
相談所（下白銀町）前、④＝追手門
広場旧弘前市立図書館（下白銀町）
前、⑤まちなか情報センター（土手
町）前、⑥円明寺（新寺町）前、⑧
は未定
▽定員　30人

※応募多数の場合は抽選で決定。
▽参加料　無料（ただし、拝観料や
施設入場料が別途必要）
▽申し込み方法　６月６日～ 15日
に、郵送またはファクス（郵便番号・
住所・氏名・性別年齢・電話番号を
記入）で、今井二三夫さん（〒036・
8333、若党町 75 の２、■Ｆ 32・
9272）へ。
■問弘前文化財保存技術協会（今井さ
ん、☎32・9272）

弘前市防災マイスター
育成講座
　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　６月下旬～８月の６日間
▽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、６月15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、

子ども日本舞踊教室

▽とき　平成 29年１月までの主に
土・日曜日、祝日（月２回程度開催）、
午前10時半～正午
▽ところ　宮川交流センター（堅田
２丁目）
▽対象　４歳～中学生＝ 20人（保
護者の参加も可）
▽参加料　無料
■問西川菊静日本舞踊教室（西川さん、
☎携帯090・2881・4287）

北の文脈文学講座

▽とき　６月18日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽テーマ　「福士幸次郎と棟方志功」
▽講師　櫛引洋一さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料（観覧料は必要です）
※事前の申し込みは不要。
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・中
学生や外国人留学生、市内外の障が
い者、ひろさき多子家族応援パス
ポートを持参の人は無料。年齢や住
所などを確認できるものの提示を。
■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。

※弘前文化センター、ホテルナクア
シティ弘前経由の無料送迎あり。希
望する人は連絡を。
▽内容　森林散策、押し花体験、川
辺での抹茶体験などの自然療法の手
伝い
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　500 円（茶菓子代とし
て）
▽持ち物　昼食、飲み物、帽子
■問６月 21日までに、ボランティア
支援センター（元寺町、市民参画
センター内、☎ 38・5595）へ。

若年者と女性のための資格
取得支援事業 受講者募集
　求職中の若年者および女性を対象
とした介護職員初任者研修、パソコ
ン（初級・中級）、調剤薬局事務、
医療事務、日商簿記（２級・３級）
の講習会を開催します。マンツーマ
ン形式（介護研修を除く）で個人の
レベルにあった授業を行い、早期就
労を支援します。
▽ところ　介護職員初任者研修、パ
ソコン（中級）、日商簿記（２級）
＝ＪＭＴＣ弘前教室（外崎４丁目）
／調剤薬局事務、医療事務＝ニチイ
学館（表町、弘前ステーションビル
４階）／パソコン（初級）、日商簿
記（３級）＝Ｉ・Ｍ・Ｓ（土手町）
▽対象　①および②に該当する人
①弘前市に住所を有し、失業中で求
職中の女性または40 歳未満の男性
②現在、雇用保険受給中か、ハロー
ワークに登録して、求職活動をして
いる人
▽定員　パソコン（初級・中級）・
日商簿記（2級・3級）＝各５人／
介護職員初任者研修、調剤薬局事務、
医療事務＝各10人（先着順）
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み手続き　申し込みには、
印鑑・雇用保険受給資格者証または
ハローワークカードの写し、身分証
明書（運転免許証など）の写しが必
要。申込書は商工政策課で配布。
※受講者の選考あり。受講日時は受
講者により異なります。詳しくはお
問い合わせください。
■問商工政策課就労支援係（☎ 35・
1135）

 その他
  

 

【返信用表面】郵便番号・住所・
氏名
※応募多数の場合は抽選の上、結
果を全員に通知（７月１日発送予定）し、当選者には入場
整理券（１枚で２人入場可）を同封します。
※インターネットオークション等での転売は固くお断りし
ます。なお、転売を目的とした申し込みであると判明した
場合には、抽選対象外となります。
▽その他　応募の際に取得した情報は、抽選結果の連絡の
ほか、NHKの受信料のお願いに使用する場合があります。
■問 NHK 青森放送局（☎青森 017・774・5111、■Ｈ
http://nhk.jp/aomori）

真田丸真田丸真田丸
大河ドラマ
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　大河ドラマ「真田丸」の出演者と番組制作者がドラマの
見どころなどを紹介するトークショーを開催します。
▽とき　７月16日（土）、午後２時～（開場は午後１時半）
▽ところ　弘前文化センター（下白銀町）
▽出演者　山本耕史さん（俳優、大河ドラマ「真田丸」石
田三成役）、吉岡和彦さん（NHKドラマ部「真田丸」プ
ロデューサー）
▽入場料　無料
▽申し込み方法　６月27日（必着）までに、往復はがき
（私製を除く）に必要事項を記入し、NHK青森放送局「公
開セミナー」係（〒030・8633〈住所不要〉）へ。
【往信裏面】郵便番号・住所・氏名・電話番号

山本　耕史

ＮＨＫ
公開セミナー


