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緑の相談所 ６月の
催し

【講習会】
①ツツジ・ボタンのせん定
5日（土）、午後１時30分～
３時30分
②植物の増やし方
12日（土）、午後１時30分
～３時30分
③コケ玉づくり講習会
26日（土）、午後１時30分
～（１時間程度）
▼定員　①・②＝各20人、
③＝12人（先着順）
▼受講料　①・②＝無料、③
＝1,500円（材料費として）
▼申し込み方法　１日（火）
から電話で申し込みを。

【展示会】
●津軽さつき会　さつき盆栽展
9日（水）～13日（日）
●盆友会　さつき花季展
15日（火）～20日（日）
●弘前盆栽研究会諸盆栽作品展
24日（木）～27日（日）

【訪問相談】
5日（土）・19日（土）
※庭木の出張診断です。電話
で申し込みを。

【今月見られる花】
ナンジャモンジャ、スイレン、
バラ、ハナショウブなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737）

【樹木医と行く古木・名木めぐ
り】
20日（日）、午前9時～午後
1時（雨天決行）
▼集合場所　緑の相談所
▼対象　中学生以上の市民＝
12人（先着順）
※5日（土）午前９時から申
し込みを。
▼参加料　1,000円
▼持ち物　雨具、タオル、歩
きやすい服装
■■問問市みどりの協会（☎33-
8733）

【かんたん楽しい夏のエコクッ
キング教室】
　食材を無駄なくとことん活用
した、簡単にできる調理のコツ
を楽しく学んでみませんか。調
理後は試食も楽しめます。
▼とき　７月３日（土）
　　　　午前９時30分～正午
▼メニュー　豆腐とモロヘイヤ
のおすまし・魚と玉ねぎの南蛮
漬け・夏野菜のカレー漬け・たく
あんとちりめんじゃこのおにぎり
▼講師　福士るみ子さん（サロ
ン ·ド · 胡桃代表）
▼対象　小学生以上＝10人
※小学生の場合は保護者の同伴
が必要です。
▼参加料　無料
▼持ち物　米 0.5 合、大皿１
枚（直径25cm程度）、お椀、箸、
ふきん、エプロン、三角巾
▼申込期限　6月 18 日（金・
必着）までに申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定
し、６月 25日（金）までに抽
選結果をお知らせします。

【金魚ねぷた作り教室】
　障子紙や残ったロウソクなど
の身近な材料を使
い、青森の伝統工
芸である金魚ねぷ
たを骨組みから作
ってみませんか。
▼とき　7 月 10 日（土）、午
前9時 30分～午後 3時
▼講師　尾崎行雄さん
▼対象　小学生以上＝10人
※家族で参加する場合、１家族
１個の製作。小学生の場合は保
護者の同伴が必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　昼食、飲み物、エプ
ロン、作業がしやすい汚れても
よい服装

　市が委託する専門業者が申し
込みを受けた建築物を訪問し、
アスベストが含まれた吹き付け
材の有無の調査を行います。
▼対象建築物　市内に所在す
る、平成 18年 8月 31日以前
に建築された建築物（共同住宅、
区分所有建築物またはテナント
ビルなどは、調査が必要な占有
部分に立ち入って調査すること
について、占有者の承諾がある
もの）など
※一戸建ての住宅および木造建
築物を除く。
▼対象者　対象建築物の所有
者、区分所有建築物の管理組合
など
▼募集棟数　50棟程度
※予算の範囲内で先着順。
▼調査費用　無料
※市が全額負担（申込者の負担
はありません）。
▼申 込 期 間　6 月 1 日（火）
～11月 30日（火）
※上記以外にも条件や必要書類

吹付けアスベストの調査員
を無料で派遣

などがありますので、事前にお
問い合わせください。また、申
込書は建築指導課（市役所3階）
で配布しているほか、市ホーム
ページに掲載しています。
■■問問建築指導課（☎40-7053）

▼とき　6月22日（火）、午後1
時～4時（受け付けは午後0時
30分から）
※入退場自由。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４階
市民文化交流館ホール
▼対象　市内の企業に就職を希
望する人
※求職申し込みを希望する場合
は、ハローワークの登録が必要。
▼参加企業数　10社程度（予定）
▼参加料　無料
▼その他　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。
当日は託児室を利用できます（事
前の申し込みが必要）。
■■問問 I·M·S（ヒロロ 3 階、弘前
就労支援センター内、☎ 55-
5608）

【クールビズ実施のお知らせ（実施期間…６月１日～９月30日）】
　市では、地球温暖化対策の一環として、今夏も「クールビズ」を実施
します。実施期間中は、室温を28℃（目安）と
しますので、市の施設を来訪する際には、軽装
でお越しくださるようご協力をお願いします。

　内閣府の消費動向調査（令和３年３月）によると、エアコンの買い換え
年数は13年、そのうちの６割以
上が故障によるものだそうです。
　そろそろ買い換え時期のあな
た。壊れる前に見直しを検討し
てみませんか。早めの買い換え
は省エネにも電気代節約にも効
果的です！
■■問問環境課（☎36-0677）

あなたのエアコンは何年使用していますか？

エアコン

出典：（一財）家電製品協会「スマートライフおすすめBOOK」2020年度版

※定格冷暖房兼用・壁掛け形・冷
房能力2.8kWクラス 10年前の平
均と最新型の省エネタイプ（多段
階評価★４以上）の比較
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ロマントピア天文台ロマントピア天文台  
［星と森のロマントピア］

★定例観察会「月・金星・春
の大三角」
19日（土）、午後7時～9時
▼入館料　無料（市民以外は
有料）
▼通常開館時間　　午後１時～
９時30分
■■問問星と森のロマントピア天
文台（水木在家字桜井、☎
84-2233）
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316

弘

図書館休館日６月

※変更となる場合があります。
※７日（月）～ 17 日（木）は、
弘前図書館の蔵書点検です。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、ＪＲ弘前駅

（改札口付近）にある返却ポスト
または、岩木図書館、こども絵
本の森、相馬ライブラリーをご
利用ください。
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弘前地区環境整備センター
の催し

▼申込期限　６月 25日（金・
必着）までに申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定
し、７月２日（金）までに抽選
結果をお知らせします。
～共通事項～
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼申し込み方法　往復はがきに
教室名・住所・氏名・年齢・電
話番号を記入して申し込みを。
※各教室につき、往復はがき１
枚で２人まで応募できます。
※教室についての詳細はプラザ
棟ホームページ（http://www.
city.hirosaki.aomori.jp/
kankyoseibi/plaza/）で確認
を。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（〒 036-8314、町田
字筒井６の２、☎ 36-3388、
受付時間は午前９時～午後４
時、月曜日〈祝日の場合は翌日〉
が休み）

　収納課では、平日の日中に納
税相談ができない人のために、
夜間・休日納税相談日を設けて
います。
▼夜間納税相談　６月 21 日
（月）～ 25 日（金）の午後５
時～７時30分
▼休日納税相談　６月20日（日）・
27日（日）、午前９時～午後４時
※納期限までに納付できない事
情がある人は、未納のままにせ
ず相談を。相談日は電話での相
談や、市税などの納付も可。／
特別な理由がなく、納付および
連絡がない場合は、差し押さえ
処分を執行することもあります。
■■問問 収納課（市役所２階、☎
40-7032、40-7033）

夜間・休日納税相談

  

 その他

◎家電製品の省エネ性能の向上について


