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く、訊く、聴く）、心の援助～
▽講師　小田切宰子さん（ボラン
ティア支援センター嘱託員）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

あおもりいのちの電話
相談員養成講座
～傾聴から始まるカウンセリング基
礎講座～
【心の病を理解しよう２～当事者が
語る心の病との向き合い方～】
▽とき　６月17日（土）
　　　　午後３時～５時
▽ところ　弘前医師会（野田2丁目）
▽講師　サンネット青森
【発達障がいって何だろう】
▽とき　６月24日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園2丁目）
▽講師　安田小響さん（弘前大学大
学院医学研究科特任助手）　
～共通事項～
▽受講料　１講座1,000円
▽申し込み方法　ファクスで事務局
へ。
▽その他　相談員になるためには原
則５回以上の受講が必要です。
■問あおもりいのちの電話事務局
（平日の午後１時～５時、☎ 38・
4343、■Ｆ 38・5355）

文化グループ講習会

【七宝焼講習会～世界にオンリーワ
ンの素敵な七宝焼き作品制作～】
　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
ループ「宝友会」が行う講習会です。
ぜひ参加ください。
▽とき　６月18日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　ペンダントまたはブローチ
作り
▽定員　15人（先着順）
▽受講料　1,000 円（材料費とし
て）
▽持ち物　エプロン、筆記用具
■問６月 12日までに、電話かファク

スまたはＥメールで、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

子ども茶道教室

▽とき　６月 18 日・25 日、７月
９日、８月６日、９月 10 日・23
日、10 月９日、11 月 19 日、12
月 17 日、平成 30 年１月 14 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・
お茶の嗜み方、和室の歩き方など
▽対象　幼児～中学生＝40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）

東北女子大学公開講座

【本と心を読む楽しさ～星の王子さ
ま 27 の秘密～】
▽とき　６月24日（土）
　　　　午前10時半～正午
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　中学生以上
▽受講料　無料
※当日参加も可。
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

鷹ヶ丘老人福祉センター
初心者のための大正琴講座
▽とき　７月～ 12月の第１・第３
水曜日、午前10時～正午
▽ところ　鷹ヶ丘老人福祉センター
（西茂森町１丁目）
▽講師　西村清春さん（青森琴青会）
▽対象　おおむね 65歳以上の市民
＝10人
※応募多数の場合は抽選で決定。
▽参加料　無料（別途テキスト代
1,620円が必要）
▽申し込み方法　直接来所して申し
込みを。電話での申し込みは不可。
■問鷹ヶ丘老人福祉センター（☎
32・7260、月曜日は休み）

歩く人・散歩の達人養成講座

～ヒロサキの隠れた名所を探そう～
▽とき　①６月 16日、午後７時～
９時、②６月 17日、午前 10時～
午後２時
▽ところ　①弘前文化センター（下
白銀町）第１・第２和室／②第３会
議室
▽内容　
①市内散歩のテーマとコースを設定
／②フィールドワーク・隠れた名所
探し（少雨決行）、昼食を兼ねた交流、
マップづくり
▽講師　谷口哲郎さん（つがる野自
然学校代表）
▽対象　中学生以上＝ 15人（先着
順）
▽参加料　無料
▽持ち物　①②筆記用具、②昼食、
飲み物、動きやすい服装
▽申し込み方法　６月 15 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール
（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込みください。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

親子で学ぶこどもの生活「みて
みてお母さんひとりでできた」
▽とき　６月17日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　弘前友の家（中野５丁目）
▽内容　上靴洗い、洗濯物たたみ、
おしたく箱作り
▽持ち物　上靴、ブラシ、タオル、
ビニール袋、おやつ代（100円）
■問弘前友の会（小菅さん、☎ 35・
3609）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集　　　　

　
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　６月17日（土）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽テーマ　傾聴ってなあに？～傾聴
ボランティアとは…３つのきく（聞

（豊田１丁目）／実技＝つがる弘前
農協・河東地区りんご施設（悪戸字
芦野）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）、②申請時に失
業中でハローワークに登録し、求職
中の 35歳以上の人、③出稼労働者
手帳の所有者で18歳以上の人
▽定員　10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円／大型特殊自動車運転
免許証（カタピラ限定なし）保有者
＝ 4,000 円（ともに別途テキスト
代1,620円が必要）
▽申込期間　６月２日～９日の午前
８時半～午後５時
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横24㎜）１枚、雇用保険受給
者証かハローワークカードまたは出
稼労働者手帳（有効期限内のもの）、
自動車運転免許証の持参を。なお、
代理人による申請はできません。
■問商工政策課（茂森町、旧上下水道
部庁舎２階、☎35・1135）

危険物安全週間

「あなたなら　無事故の着地　決め
られる！」（平成 29 年度危険物安
全週間推進標語）
　６月４日～ 10日は危険物安全週
間です。
　近年、全国的に石油類など危険物
を取り扱う際の事故が増加傾向にあ
ります。事故の原因のほとんどは、
誤った取り扱いやうっかりミスなど
の人的要因です。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）

「道徳」の教科書見本を展示

　来年４月から小学校で使用する
「特別の教科 道徳」の教科書見本を
展示します。
▽とき ６月 12 日～ 23 日の午前
９時～午後４時
▽ところ 総合学習センター（末広

弘前の歴史的文化遺産講座

▽とき　６月 29 日、７月６日・
13 日・20 日・27 日、８月３日・
10日・17日・24日・31日
※時間はいずれも午前 10時～ 11
時半。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
※会場が変更になった場合は、個別
に連絡します。
▽対象　原則全 10回の講座すべて
受講可能な人＝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１日～ 10日
に、郵送かファクス（郵便番号・住
所・氏名・性別・年齢・電話番号を
記入）で、弘前文化財保存技術協会
（〒 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
二三夫さん、☎32・9272）

今大人気の !!「ねんドル
岡田ひとみのねんど教室」
▽とき　７月30日、
①午前 10 時半～、
②午後２時～
▽ところ　総合学習
センター（末広４丁
目）２階多目的ホー
ル
▽定員　各回 60 組
（先着順）
▽参加料　親子２人１組 3,000 円
（申し込み時に徴収）
▽申し込み方法　６月３日の午前９
時から学習情報館窓口へ
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝６月 19日～ 22日／大型特殊
自動車運転免許証（カタピラ限定な
し）保有者＝６月19日・20日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前

４丁目）４階
■問学校指導課（☎82・1644）

弘前マイスターを募集

　地域産業を支える優れた技能・技
術の継承と人材育成を目的に「弘前
マイスター制度」を制定しています。
サービス業、製造業、建設業・農林
漁業といった多様な分野を対象に、
その産業を長年支え、特に優れた技
能・技術を有する人の応募をお待ち
しています。なお、他薦にてご応募
ください。
▽応募資格　市内に５年以上在住、
または在勤する現役の技能・技術者
で、対象職業に 20年以上の従事経
験を有する卓越した技能・技術者
▽申込期限　7月 14日
※制度の概要・認定申込書は、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（茂森町、旧上下水道
部庁舎２階、☎35・1135）

弘前図書館の休館

　図書の点検や配置替え、館内清掃
などのため、次の期間は休館となり
ますので、ご了承ください。
▽期間　６月14日～ 23日
※休館中の返却は、弘前図書館正面
玄関、総合学習センター、まちなか
情報センター、弘前駅自由通路（JR
改札口付近）にある返却ポストまた
は、岩木図書館、相馬ライブラリー、
こども絵本の森をご利用ください。
■問弘前図書館（☎32・3794）

観光ボランティアガイド
会員募集
　会員と一緒に弘前公園のガイド体
験をしてみませんか。
▽とき　６月18日（日）
　　　　午前10時～ 11時半ごろ
▽集合場所　市立観光館（下白銀町）
１階インフォメーション前
▽対象　「津軽ひろさき検定」初級
試験合格者か、受験を検討中の人
▽参加料　無料
※事前の予約は不要。
■問弘前観光ボランティアガイドの会
（弘前観光コンベンション協会内、
☎35・3131）

 その他
 


