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（小学生は保護者の同伴が必要）
▽参加料　無料
▽講師　齊藤サツ子さん（青森県環
境パートナーシップセンター会員）
▽持ち物　ハンカチ、バッグなど、
藍で模様を入れたい木綿製品１つ
▽受け付け開始　８月６日（日）
※作業がしやすく、汚れても構わな
い服装でお越しください。
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388、受付時間は午
前９時～午後４時、月曜日は休み）

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。
○パソコン講習会（個別指導）
▽とき　８月31日～ 11月 30日
（全 34時間）
▽ところ　ソフトキャンパス弘前校
（土手町）
▽定員　10人
○調理師試験準備講習会
▽とき　９月５日・６日
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽定員　本年度の調理師試験を受験
する人＝４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 21 日～８月 10
日
▽申し込み方法　申込書に写真（縦
４㎝×横３㎝）を貼付し、子育て支
援課（市役所新館３階）へ提出して
ください。
※申込書は同課で配布。また、申し
込み多数の場合は抽選で決定。
■問子育て支援課（☎ 40・7039）

求職者支援訓練の受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【ゼロから学べるパソコン・簿記事
務科】
▽とき　９月６日～平成 30年１月
５日

▽ところ　キャリアスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽申込期限　８月10日
【職場で活かせるパソコン基礎科】
▽とき　９月 27日～平成 30年１
月 26日
▽ところ　Ｓ.Ｋ.Ｋ.情報ビジネス
専門学校山下町校舎
▽申込期限　８月31日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込締め切り日までに各
訓練施設へ受講申込書を提出してく
ださい。
▽職業訓練説明会　７月 26日およ
び８月 24日にヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流センターで、職業訓
練制度の概要説明および各訓練施設
からの訓練内容説明を行います。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

緑地まつり開催

  土淵川吉野町緑地（吉野町２丁目）
で刈り取りしたラベンダーを無料配
布します。樹木のせん定や雪囲いの
方法など、植木や庭についての相談
も受け付けます。
▽とき　７月23日（日）
　　　　午前10時～
▽ところ　土淵川吉野町緑地
※無料配布は無く
なり次第終了しま
す。雨天中止。
■問弘前市造園組合
（☎95・2246）

2017 平成まんじ札

  弘前青年会議所では、地域社会の
活性化を目的として、平成まんじ札
を市内 40店舗で実施します。今年
の平成まんじ札は、裏面に弘前市の
古地図を印刷しており、全て収集す
ると１枚の古地図が完成します。ま
た、まんじ札を全て収集すると先着
順で平成まんじ札収集キットを差し
上げます。詳細はホームページでご

確認ください。
▽期間　７月24日～８月 31日
※期間内に全数が配布された場合
は、その時点で終了となります。
▽配布場所　市内40店舗
▽配布枚数　１店舗400枚
■問弘前青年会議所（東長町、☎34・
4458、■Ｈ http://hirosakijc.com/）

市民参画センター
開館時間変更のお知らせ
▽変更期間　８月１日～４日
▽開館時間　午前９時～午後５時
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

※時間はいずれも午後１時～３時。
▽対象　市内在住の小学生で、①・
②の両方に参加でき、裾野地区体育
文化交流センターに各自で集合でき
る人＝ 10 人（先着順）
※小学校３年生以下は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽申し込み方法　電話で申し込みを
（受付時間は土・日曜日、祝日を除
く午前９時～午後５時）
■問文化財課（☎ 82・1642）

大人のための英会話・
韓国語入門講座
　英会話は中学１年生レベルの文法
を中心に基礎・旅行会話を、韓国語
はハングルの読み書きからあいさつ
や自己紹介、基礎会話まで楽しく学
習します。
▽とき　８月４日～９月 29日の毎
週金曜日（祝日を除く）、英会話＝
午後６時～７時／韓国語＝午後７時
半～８時半
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、
ヒロロ３階）
※１回目は多世代交流室１で実施し
ます。
▽定員　各15人（先着順）
▽受講料　6,000円（全８回）
※テキスト代が別途かかります。

■問７月 18 日から、国際文化交流
協会（前田さん、☎携帯 090・
6489・2803、平日の午前 10 時
～午後６時）へ。

～あれこれ聞いてみよう
弁護士のこと 法テラスのこと～
【第２回くらしの消費者講座】
　トラブルが発生した際に、弁護士
に相談するポイントを解説します。
▽とき　８月９日（水）　
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽講師　法テラス青森事務局長
■問 市民生活センター（☎ 34・
3179）

藍染め体験教室

　環境にやさしい技法でお気に入り
の布製品をリメイクしませんか。
▽日程と内容　型紙作り＝８月 19
日（土）、午前９時半～午後０時半
／藍染めの体験＝８月 26日（土）、
午前９時半～正午
※両日への参加が必要。
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽対象　小学校５年生以上＝ 20人

国際理解講座～先人に学ぶ
国際交流（２回シリーズ）
▽とき　①７月 29 日（土）・②８
月27日（日）の午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽内容 ①津軽の外国人教師、②弘
前出身の外交官珍田捨巳
▽講師　①北原かな子さん（青森中
央学院大学教授）、②齋藤三千政さ
ん（弘前医療福祉大学短期大学部教
授）
▽対象　市民＝40人
▽受講料　無料
▽申込締切　各実施日の前日まで
■問中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、■Ｅ chuuoukou ＠ city.
hirosaki.lg.jp 、火曜日は休み）

夏休み「ちびっこ縄文講座」

▽日程と内容
①縄文土器作り＝７月30 日（日）
／ところ…裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）
②縄文クイズラリー＝８月 20 日
（日）／ところ…史跡大森勝山遺跡
（集合＝裾野地区体育文化交流セン
ター）

有 料 広 告

 

休日在宅当番
▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

◎休日・祝日の入院を必要としない
軽症の急患や特定の診療科目に対応
するため、当番医がそれぞれの医院
において診療します。

内　科
８／６ 関医院中津軽診療所（賀田１

丁目）
☎82・3006

13 さがらクリニック（桔梗野１
丁目）

☎37・2070

20 小堀クリニック（中野２丁
目）

☎32・7146

27 弘前温泉養生医院（真土） ☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
8／13 斎藤耳鼻咽喉科医院（城

東２丁目） ☎26・0033
27 あらいこどもクリニック

／眼科クリニック（城東
中央４丁目）

☎27・2233

歯　科
８／６ オリオン歯科クリニック

（元寺町）
☎33・0418

11 工藤歯科医院（石川字家
岸）

☎92・2330

13 あべ歯科医院（青山３丁
目）

☎37・3737

20 副島歯科医院（稔町） ☎38・7272
27 代官町クリニック吉田歯

科（代官町）
☎38・4142

◎休日の救急病院などについては、
消防本部の救急病院案内専用電話
（☎32・3999）へ問い合わせを。

ひろさき歴史体感ツアー
　1594年、津軽為信は堀越城を改修し、大浦城から
拠点を移します。その後17年間、堀越城は津軽の中
心として栄えました。1611年、２代藩主・信枚（の
ぶひら）は、高岡城（後の弘前城）を築城。堀越城か
ら拠点を移し、現在の弘前市の基礎を築きました。
　市では、現在、史跡公園化を目指し堀越城跡の整備
事業を進めています。また弘前城跡では、本丸石垣の
解体工事が本格化しています。
　今回、整備が進むこれらの城跡などを巡るツアーを
開催します。この機会に実際の城跡を訪れ、弘前の歴
史を肌で感じてみませんか。

▽集合　午後１時までに、市立観光館（下白銀町）バ
スプールへ。
※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）。
▽定員　各コース40人（先着順）
▽参加料　無料

▽受け付け開始　７月25日から電話で受け付け（両
コースへの重複申し込みはできません）
▽受付時間　午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日
を除く）
■問い合わせ・申込先　文化財課（☎82・1642）

共通事項

昨年度のツアーの様子
（如来瀬石切丁場跡）

整備が進む堀越城跡

 Ａコース
津軽為信の居城「堀越城跡」
と南部氏家臣の居城

「大光寺城跡」を巡る
▽とき　８月26日（土）
　　　　午後１時～４時 
 
 Ｂコース
如来瀬石切丁場跡と
弘前城跡本丸石垣修理
現場を巡る
▽とき　８月27日（日）
　　　　午後１時～４時

 その他
  


