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館（賀田１丁目）、相馬ライブラリー
（五所字野沢）で引き換えができま
す。
■問こども絵本の森（☎35・0155）

読み聞かせボランティア募集

　こども絵本の森（ヒロロ３階）で
は、０歳～３歳児向けのおはなし会
の読み聞かせや手遊びなどを行うボ
ランティアを募集します。申し込み
は随時受け付けていますので、読み
聞かせに興味がある人はご協力をお
願いします。こども絵本の森で開催
しているおはなし会の見学もできま
す。詳しくは問い合せを。
■問こども絵本の森（☎35・0155）

文化グループ会員募集

【書道愛好会】
▽活動日　第２・４水曜日の午前
10 時～ 11 時 50 分（変更の場合
あり）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階工作実習室
▽内容　漢字・かなの基礎的な練習、
年１回の作品展への出展
▽講師　肥後黄娥さん（北門書道会
理事）
▽募集人数　５人
▽会費　月額3,800円
■問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。

ひろさき多子家族応援パスポート

　多子家族の子育てを応援するた
め、市の公共施設（文化・体育・社
会教育施設等）の使用料などが無料

になるパスポートを発行していま
す。夏休みにプールなどでも活用で
きます。対象施設など詳しくは、市
ホームページ内「ひろさき多子家族
応援パスポート事業対象施設リス
ト」をご覧ください。
▽対象　平成 12年４月２日以降に
生まれた子どもが３人以上いる家族
の親子
▽受付場所　子育て支援課（市役所
１階）
▽申請に必要なもの　親子全員分の
健康保険証など
■問子育て支援課子育て戦略担当（☎
40・7038）

ひろさき広域出愛サポート
センター７月休日登録会
　結婚を希望する独身男女がお見合
いをする支援をしています。お見合
いをお手伝いする出愛サポーターも
随時募集しています。
▽とき　７月29日（日）
　　　　正午～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室Ｂ
■問ひろさき広域出愛サポートセン
ター事務局（☎ 35・1123〈日・
月曜日を除く、午前 10時～午後７
時〉）

りんご産業イノベーション
支援事業費補助金　２次募集
▽対象　①市内に住所を有し、組織
および運営に関する規約等がある２
戸以上のりんご生産者で組織する団
体／②市内に住所を有する、農地所
有適格法人、農業協同組合、認定農
業者または認定新規就農者／③市内
に住所を有し、りんごの移出または
加工を主たる業務とする法人事業者

のいずれかに該当する人または団体
▽対象経費　りんご産業の課題解決
につながる新たな栽培方式に必要な
苗木代、農業用アシストスーツ導入
に係る初期費用や機器リース料など
▽補助金額　補助対象経費の２分の
１に相当する額または 200 万円の
いずれか少ない額以内の額
▽申込期限　８月24日（金）
※申し込みの際は事前にご相談くだ
さい。
■問ひろさき未来戦略研究センター
（市役所２階、☎40・0631）

多重債務・消費生活法律相談会

　多重債務者が、債務を整理して生
活再建に向かうための手助けとし
て、弁護士が相談に応じます。また、
多重債務以外の消費生活に関する法
律相談にも応じます。
▽とき　８月 18 日（土）、午後１
時30分～３時 30分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階市
民生活センター
▽対象　市民＝４人（先着順）
▽相談料　無料
▽申し込み受け付け　７月 24 日、
午前８時30分～
■問 市民生活センター（☎ 34・
3179）

市民課窓口業務等業務委託に関
するプレゼンテーションを公開
　10月 1日から、市民課窓口業務
等の業務委託を更新します。その事業
者選定のためのプレゼンテーション
および質疑応答を一般公開します。
▽とき　7月 20日（金）
　　　　午後１時～
▽ところ　市役所６階大会議室
■問市民課（☎35・1113）

▽持ち物　裁縫道具一式
■問７月 31日までに、サンライフ弘
前（☎27・2811）へ。

白神自然環境 人材育成講座

　弘前大学の教養科目と白神を深く
学ぶ特設科目を組み合わせた、総計
143時間の講座です。
▽募集説明会　とき…８月 10 日
（金）の午後６時 30分～／ところ
…弘前大学創立 60周年記念会館コ
ラボ弘大８階（文京町）八甲田ホー
ル
▽履修期間　９月末から２年間
▽受講料　７万円（２年間分）
※詳しくは、ホームページの募集要
項をご覧ください。
■問弘前大学生涯学習教育研究セン
ター（☎ 39・3146、■Ｈ http://
culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/
sgcenter/）

ブックスタート
～絵本を通して赤ちゃんと楽しいひ
とときを～
　赤ちゃんに、絵本２冊を含むブッ
クスタートパックをプレゼントして
います。引き換えは、引換券到着日
から１歳の誕生日月末まで。こども
絵本の森（駅前町、ヒロロ３階）、
弘前図書館（下白銀町）、岩木図書

東北女子大学公開講座

▽とき　７月 30 日（月）、午後１
時30分～３時 30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽テーマ　「いつ食べる　何を食べ
るか　食を知る」
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。詳細は
ホームページ（http://www.tojo.
ac.jp）で確認を。
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289）

弘前大学公開講座
「夏休みの数学 2018」
▽日程と内容　８月４日＝「オペ
レーションズ・リサーチ」、８月５
日＝「微分法と積分法が拓いた自然
科学・自然哲学」
※時間は両日とも午前 10時 30分
～午後３時。
▽ところ　弘前大学理工学部（文京
町）
▽定員　各日40人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、７月 23日までに、郵送
かファクスで申し込みを。
※申込書は、弘前大学理工学
部 数 物 科 学 科 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.st.hirosaki-u.
ac.jp/̃mathsci/mathphys/）か

らダウンロードできます。
■問弘前大学大学院理工学研究科総
務グループ総務担当（〒 036・
8561、文京町３、☎ 39・3510、
■Ｆ 39・3513）
※「あおもり県民カレッジ」の単位
認定講座。

ハーバリウム体験教室

　好きな花を自由に選んで
ハーバリウムを作ります。
▽とき　８月５日（日）、
午前10時～午後４時
▽ところ　裾野地区体育
文化交流センター（十面
沢字轡）和室
▽定員　30人程度（10
歳以下は保護者同伴）
▽参加料　800円（材料費として）
■問８月４日までに、裾野地区体育
文化交流センター (☎ 99・7072、
月曜日は休み )へ。

サンライフ弘前
初心者パッチワーク教室
▽とき　８月６日・20 日・27 日
の午前 10時～正午
▽ところ　サンライフ弘前（豊田1
丁目）
▽内容　ポーチ製作
▽対象　60歳以上の市民＝10人
▽参加料　450 円（材料費、保険
料として）
※事前の申し込みが必要。

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  172,910人　   （－ 106）
　 男　　  79,252人　   （－           57）
　 女　　  93,658人　   （－       49）
・世帯数　 71,880世帯    （+             26）
   平成 30年６月１日現在（推計）

　夏のりんご畑ってどんな感じ？夏休みもりんご公園で思いっきり楽しもう！
▽とき　７月29日（日）、午前10時～午後４時
▽ところ　りんご公園（清水富田字寺沢）
▽内容　ずぶ濡れ！水鉄砲、宝探し、りんごジュース飲
み比べ、ねぷたのうちわ作り、りんごのちょうちん作り、
ねぷた囃子体験会、BBQコーナー、かき氷、その他出
店あり
※イベントによっては有料のものもあります。また、天
候により、イベント内容を変更することがあります。
■問りんご課（☎40・7105）

 その他
  

７月
29日りんご公園

サマーフェスティバル水鉄砲で
楽しんじゃおう！

 

　健康寿命を延ばすにはどうしたらいいの？子ど
もから大人まで、みんなが健康でいるための、生
活習慣改善に向けた市の取り組みを紹介します。
○放送日　７月28日（土）
              午前 11時 30分～ 11時 45分
○放送局　青森テレビ（ATV）

「健康寿命延伸大作戦！」
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