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２階視聴覚室
▽定員　50人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問田澤さん（☎35・8225、午前中）

「らの会」によるミニセミナー

▽とき　６月３日（日）
▽ところ　市民会館（下白銀町）第
１小会議室
▽内容　①午前 10時～＝「飲食店
に関する法律あれこれ」…講師・工
藤孝介さん（特定行政書士）／②午
前 11時～＝「裁判手続きのはなし
～民事事件、家事事件～」…講師・
笹森真紀子さん（弁護士）
▽定員　各30人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問専門家集団「らの会」（三上さん、
☎38・1829）

文化グループ講習会
やきもの体験講座
▽とき　６月７日・14日・28日、
７月 12日の午後６時～９時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階工作実習室
▽内容　自由作品制作（成形２回、
釉薬〈ゆうやく〉がけ１回、鑑賞会
１回）
▽定員　20人（先着順）
▽受講料　1,000円（材料費として）
▽持ち物　エプロン、使い古しのタ
オル
■問６月６日までに、電話、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。

現代セミナーひろさき

【いま白神の未来を考える～世界自
然遺産登録 25 周年―持続可能な
自然保護と地域活性化の共存にむけ
て～】
▽とき　６月９日（土）
　　　　午後１時～３時30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階科学実習室
▽内容　市民向けの模擬授業（西目

樹木医と行く古木・名木めぐり

　植物を間近で観察し、自然の力強
さを感じてみませんか。
▽とき　６月 10 日（日）、午前９
時～午後１時（雨天決行）
▽集合　緑の相談所（弘前公園内）
▽ルート　①サルスベリ（革秀寺）
→②松並木（高岡・百沢街道）→③
五本杉（岩木山神社）→④イタヤカ
エデ（那智山神社）→⑤ウラジロモ
ミ（高照神社）→弘前公園解散
※バス移動あり。
▽対象　中学生以上＝20人（先着順）
▽参加料　1,000円
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　雨具、タオル、歩きやす
い服装
▽申し込み受け付け　５月20日から
■問市みどりの協会（☎33･8733）

ブナ林観察会
▽とき　６月 16 日の午前８時～
17日の午後５時30分
▽ところ　白神山地内奥赤石
▽活動内容　枯損木等の除伐、除去、
下草刈り、植樹、自然観察会
▽対象　市民＝30人（先着順）
※未成年者は保護者の同意が必要。
▽参加料　500 円（損害保険料等
として当日徴収）
▽持ち物　寝袋、食料など
※詳しくは問い合わせを。
■問６月８日までに、電話、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、日本山岳
会青森支部（須々田さん、☎兼■Ｆ
44・7237、■Ｅ h.susuta@gmail.
com）へ。

お殿様・お姫様衣装
着付け体験
　お殿様やお姫様の着付け体験がで
きます。子ども用もありますので、
ぜひおいでください。武徳殿休憩所
内の喫茶「北の郭」も利用できます。
▽利用時間　午前９時～午後４時
30分
▽ところ　武徳殿（弘前公園内）
▽料金　500円～ 1,000 円（別途
入園料が必要）
■問市みどりの協会（☎33・8733）

屋小学校で実際に行われているも
の）
▽講師　谷口哲郎さん（つがる野自
然学校代表）ほか
▽定員　40人（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具
■問６月８日までに、電話、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、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

東北女子大学公開講座
▽とき　６月９日（土）
　　　　午前10時 30分～正午
▽ところ　東北女子大学（清原１丁目）
▽内容　夏目漱石の小品「夢十夜」
をていねいに読み解きます
▽対象　中学生以上
※事前の申し込み無しでも、参加で
きます。
▽受講料　無料
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　①６月 16日（土）
の午後１時～３時＝「浴衣の着付
けを習っておでかけしましょう」
／②６月 23日（土）の午前 10時
～ 11時 30分＝手軽にできるスト
レッチング／③６月 23日・30日
の午前９時～ 11 時 30 分＝「『つ
まみ細工』をしてみませんか」／
④７月 21日（土）の午前９時 30
分～午後０時 30 分＝親子で満喫
東短講座ママコース「子育て世代
へ“伝えたい　おいしい津軽のお
かず”」、おこさまコース「伝承遊
びと夏の遊びを楽しもう！」
※内容の詳細はホームページで確認
できます。
▽ところ　東北女子短期大学（上瓦
ケ町）
▽対象　①高校生＝ 10人／②一般
＝ 15人／③一般＝各 22人／④小
学生以下の子とその保護者（保護者
のみ・高校生も可）＝20組
▽受講料　①②＝無料／③＝ 300
円／④＝ 500円

▽申し込み方法　５月 16 日（水）
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）

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～】
◎豊かな感性を身につけよう～感受
性を高めるグループワーク～
▽とき　６月９日（土）
　　　　午後２時～４時
▽講師　あおもりいのちの電話研修
委員
◎発達障がいって何だろう？
▽とき　６月16日（土）
　　　　午後２時～４時
▽講師　安田小響さん（弘前大学大
学院医学研究科）
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽受講料　１講座1,000円　
▽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。
※事前の申し込みは不要。
■問あおもりいのちの電話事務局（☎
38・4343〈平日の午後１時～５
時〉、■Ｆ 38・5355）

金魚ねぷた作り方講習会

▽とき　６月10日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽講師　津軽錦絵作家協会会員
▽対象　小学生以上＝50人
▽受講料　1,000円
▽持ち物　筆記用具、はさみ
■問５月18日から６月
６日までに受講料を
添えて市立観光館
（１階管理事務室、
☎37・5501）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【ワード 2010 入門講座】
▽と き　６月 13 日・20 日・27
日の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　ワープロソフト（ワード
2010）の基本操作
※ワード 2010 以外のバージョン
を使っている人は操作方法が異なり
ますので、ご注意ください。
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、
昼食
■問５月 20日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800、
午前８時30分～午後５時）へ。

古文書解読講座（前期）

　弘前藩に伝わる藩庁日記を中心
に、古文書を分かりやすく解説しま
す。初心者も歓迎します。
▽とき　５月 27 日、６月 10 日・
24日、７月８日・22日、８月 26
日、９月９日・23日
※いずれも午前10時～正午。
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽受講料　3,000円（資料代として）
※古文書解読会への入会は随時受け
付けています。
■問古文書解読会（今さん、☎ 35・
5985）

平成30年度
弘前市女性大学受講生募集
　市政・時事・文化・音楽などにつ
いての入門編の講座です。開講式で
は、ドローンの魅力についての講義
を行います。
▽とき　５月 28日～平成 31年３
月 18 日（全 10 回）、午前 10 時
～正午
※内容により時間の変更あり。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ほか
▽対象　市内在住の女性
▽受講料　年 3,500 円（資料代・
通信費として）
▽申し込み方法　５月 10日の午前
10時から、受講料を添えて事務局
へ（電話での申し込みは不可）。また、
途中回からの受講もできますが、受
講料の軽減はありません。
■問弘前地区女性会事務局（弘前文化
センター１階、市社会教育協議会内、
☎ 31・3010、火・日曜日、祝日
を除く午前９時～午後５時）

古文書講座

【四角だったむかしのネプタ】
　昔のネプタについて分かりやすく
お話します。初心者も歓迎します。
▽とき　６月２日・９日、７月７日・
14日・21日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）

 

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）へお問い合わせく
ださい。

内　科
６／３ 沢田内科医院
（茂森新町１）

☎37・7755

10 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37・2070

17 佐藤内科小児科取上医
院（取上２）

☎33・1191

24 場崎クリニック（代官町）☎38・6600

耳鼻咽喉科・眼科
６／３ 福島耳鼻咽喉科
（百石町）

☎32・5032

24 のだ眼科・血管内科ク
リニック（神田３）

☎33・6611

歯　科
６／３ 楠美歯科クリニック
（中野２）

☎34・1182

10 桔梗野歯科
（桔梗野２）

☎35・8177

17 成田歯科クリニック
（八幡町２）

☎34・2977

24 めぐみ歯科医院
（城東２）

☎28・3202

 教室・講座
  


