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プ ラ ネ タ リ ウ ム 
［弘前文化センター］

□…一般投影を午後１時半～、午後
３時～の２回投影
■…一般投影を午前 10 時半～、午
後１時半～、午後３時～の３回投影
■…わくわく☆こどもプラネを午前
10 時半～の１回、一般投影を午後
１時半～、午後３時～の２回投影
■…休み

★投影プログラム
【一般投影／ 45 分間】
▽テーマ　お月さまと秋の星座たち
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・中
学生、高校生＝ 120 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
を確認できるものの提示を。

【わくわく☆こどもプラネ／ 30 分
間】
▽テーマ　月の模様はなあに？
▽観覧料　無料
■問 中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

第 34 回おはなしと
読み聞かせ講習会
▽とき　10 月 28 日（土）
        　午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階会議室
▽内容　JPIC 読書アドバイザーに
よるおはなし会実施のための実技・
実演方法、情報交換
▽対象　読み聞かせのボランティア

（経験不問）、読み聞かせのスキル
アップを目指す人＝おおむね 30 人
程度
▽参加料　無料
▽持ち物　絵本１冊
■問 10 月 2 日から、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

市町村めぐり愛バスツアー

▽とき　10 月 29 日（日）
　　　　午後１時～７時
▽コース　弘前駅城東口集合→バス
で大鰐町、田舎館村へ移動→弘前市
内で解散
▽内容　大鰐町で街歩き、田舎館村
で古代米のおはぎづくり体験を行っ
た後、弘前市内で懇親会を開催
▽対象　20 歳以上 60 歳未満の独

身者で、弘前圏域市町村（弘前市、
黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、
大鰐町、田舎館村、西目屋村）に在
住の人＝男女各 20 人
※参加料など、詳しくは問い合わせ
を。
■問 10 月 23 日 ま で に、 電 話 か E
メール（住所・氏名・年齢・電話番
号を記入）で、ひろさき広域出愛サ
ポートセンター（☎ 35・1123、■Ｅ
h-deai@city.hirosaki.lg.jp）へ。

第 56 回弘前市子どもの祭典

　市内の中学生と高校生の実行委員
が子どもの視点で、子どもたちに楽
しんでもらえるプログラムを企画す
る、年に１度のお祭りです。
▽とき　11 月３日（金・祝）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽テーマ　「みんなが主役だ！～輝
く笑顔～」
▽内容　午前＝開会式、子どもの作
品展示会表彰式、舞台発表（マーチ
ング、一輪車演技、チアリーディン
グ、ジャグリングなど）／午後＝体
験コーナー（アートバルーン、科学
実験、おもちゃづくり、絵本読み聞
かせなど）、子どもの作品展示会、
大抽選会、閉会式
▽入場料　無料
▽その他　公共交通機関で来場を。
■問 弘前市子どもの祭典実行委員会
事務局（中央公民館内、☎ 33・
6561、火曜日は休み）

子育て女性の再就職を
支援します

【再就職支援セミナー】
　「心に余裕を持
つための表情づ
くり」をテーマ
に、面接で好印
象を与えるポイ
ントを学びます。
▽とき　10 月４
日・20 日の午前 10 時～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１

【職場体験プログラム】
　職場体験を通して、「働く」感覚
を取り戻し、不安の解消を図ります。
▽日程　10 月１日～ 31 日のうち、
職場実習２日間を含む全５日間（い
ずれも午前９時～午後３時で、事前・
事後研修あり）
～共通事項～
▽参加料　無料
▽定員　20 人（先着順）
▽その他　無料の託児あり（要予約）
※事前の申し込みが必要。
■問 JMTC（ 子 育 て 女 性 の 就 職 応
援事業事務局、☎フリーダイヤル
0120・978・726）

求人説明会・ミニ面接会

　市内企業の人事担当者が、仕事内
容などをお伝えします。求職中であ
れば、誰でも無料で参加でき、面接
も可能です。
▽とき　10 月 6 日・25 日の午後
１時半～４時半（受け付けは午後１
時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽定員　20 人程度
▽参加企業数  ３～５社（予定）
▽その他　ハローワークに未登録の
人も参加可。雇用保険受給者は求職
活動実績の対象になるため、雇用保
険受給資格者証の持参を。
※参加企業については、青森労働局ま
たは市ホームページをご覧ください。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（弘前就労支援センター
内、☎ 55・5608）

ベテランズセミナー

【いまさら聞けない美術のことば】
　美術鑑賞をするときに知っておく
とためになる基本や専門知識につい
てスライドを使って解説します。
▽とき　10 月 12 日（木）
　　　　午前 10 時～ 11 時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽講師　白取幸子さん（元富岡美術
館学芸員）
▽対象　おおむね 60 歳以上の市民
＝ 30 人程度（先着順）
▽受講料　無料
■問 10 月９日までに、電話かファ
ク ス ま た は Ｅ メ ー ル（ 住 所・ 氏

名・電話番号を記入）で中央公民
館（ ☎ 33･6561、 ■Ｆ 33･4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

若年者の就職支援セミナー

▽とき　10 月 13 日（金）
　　　　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１
▽テーマ　ことばの力「伝える」「伝
わる」心に届く話し方
▽対象　45 歳未満の求職者＝ 20 人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具
■問 ジョブカフェあおもり（☎青森
017・731・1311）

親子体操教室

▽とき　10 月 15 日、11 月 12 日、
12 月 17 日の午前 11 時～正午 
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール

▽対象　おおむね３歳以上の幼児と
その保護者＝各回 20 組
※各回で参加者を募集し、定員にな
り次第締め切ります。
▽申込先　駅前子どもの広場（☎
35・0156）
■問 健 康 づ く り 推 進 課（ ☎ 37・
3750）

「犬と散歩ができる公園」
愛犬マナー講習会
　市では、「犬と散歩ができる公園」
として、平成 29 年度までに 38 公
園を開放しています。
　人と犬が仲良く利用するために
は、マナーが大切です。そこで、マ
ナー向上のための講習会を開催しま
す。
　犬のしつけについての講話や、
リードを持った歩き方など、実技を
交えながらの講習を予定しています
ので、愛犬と一緒にぜひ参加くださ
い。また、これから犬を飼いたいと
いう人の参加もお待ちしています。

 教室・講座

※「犬と散歩ができる公園」は市の
ホームページをご覧ください。
▽とき　10 月 15 日（日）　
　　　　午前 10 時～ 11 時
▽ところ　弘前駅城東口緑地（表町）
▽参加料　無料
※事前の申し込み
は 不 要。 当 日 は、
緑地内に駐車でき
ます。なお、雨天
時は中止となる場
合があります。
■問公園緑地課（☎ 33・8739）

 

 

■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎ 35・1130）

今年 ７ 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

今年
昨年
差

5,660t

1,030g
1,025g

5g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

89t 増 !!
（昨年同月比）

 平成
28年度

平成
29年度 前年比

４月 3,084 3,000 2.7％減
５月 3,450 3,533 2.4％増
６月 3,125 3,185 1.9％増
７月 3,168 3,316 4.7％増

家庭から出る燃やせるごみの推移
                             （単位：t）

たか丸くんの　ごみ減量速報

 

ここ数カ月、家庭系のごみが増え
ているんだ…
・リサイクルのできる紙が燃やせ
るごみに混ざっていない？
・生ごみの水切りやってる？
・未使用の食品捨ててない？
みんなでごみを減らしていこう！

緑の相談所 10月の
催し

【展示会】
●青森県おもと名品展　７日～９
日（７日は正午から）
●弘前盆栽研究会作品展　19 日
～ 22 日
●津軽盆栽会盆栽展　24 日～
29 日

【講習会など】
●シャコバサボテンの管理　７
日、午後１時半～３時半
●秋植え球根の植付けと管理　
14 日、午後１時半～３時半
●訪問相談　７日・21 日
※市内を対象とした庭木の出張相
談です（無料）。電話で申し込みを。

【弘前城植物園…今月見られる花】
シュウメイギク、ホトトギス、キ
ク、フジバカマなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）


