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▼講師　津島弘美さん（エンパ
ワメントあおもり代表）
▼対象　子育て中の女性
▼受講料　無料
▼申し込み方法　9月
3日（金）までに電話
か右の QR コードか
ら申し込みを。
■■問問マザーフィールド（☎ 26-
6032）

　高次脳機能障害に対する理解
と支援について共に考えるため
の講習会を開催します。
▼とき　９月 11日（土）、午
後２時～４時30分（受け付け
は午後１時から）
▼ところ　リンクステーション
ホール青森（青森市堤町１丁目）
▼内容　①拠点機関での相談実
績、②講演「高次脳機能障害の
本質を見極め社会復帰を支援す
る」、③医療福祉相談
▼講師　石合純夫さん（札幌医
科大学医学部リハビリテーショ
ン医学講座教授、②のみ）
▼対象　高次脳機能障害者とそ
の家族、医療・保健・福祉・教
育等の業務に従事している人、
行政関係者、青森県民＝ 150
人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　９月３日（金）
までに、電話、ファクスまたは
Ｅメールで申し込みを。
■■問問青森県高次脳機能障害者リハ
ビリテーション講習会実行委員
会事務局（福井さん・立林さん、
☎ 28-8220、 ■■ＦＦ 27-9013、
■■ＥＥ koujinou@reimeikyou.jp）

　ドライフラワーと空き瓶で、
リユースハーバリウムを作って

青森県高次脳機能障害者
リハビリテーション講習会

ハーバリウム作り教室

みませんか。
▼とき　９月 18日（土）・20
日（月・祝）の①午前９時 30
分～ 10 時 30 分、② 11 時～
正午
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
▼講師　プラザ棟職員
▼対象　小学生以上＝各回 10
人（小学生の参加は保護者同伴）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　９月５日（日）
の午前９時から電話で申し込み
を。
※ 1回につき 2人まで申し込
み可能／詳細はプラザ
棟ホームページ（右の
QRコード）で確認を。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（☎ 36-3388、午前９
時～午後４時、月曜日〈月曜日
が祝日の場合は翌日〉は休み）

　絵本の読み
聞かせの実技
と実演方法を
学び、図書館
での読み聞か
せボランティアの活動内容を紹
介する講習会を開催します。
▼とき　９月25日（土）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼講師　髙嶋敬子さん（ＪＰＩ
Ｃ読書アドバイザー）
▼対象　図書館で読み聞かせボ
ランティアを始めてみたい人＝
20人程度
▼参加料　無料
▼持ち物　絵本１冊、筆記用具
▼申し込み方法　８月 20 日
（金）から、電話または弘前図
書館窓口で申し込みを。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

第38回おはなしと
読み聞かせ講習会

　膝が痛くて歩くのがおっくう
になった、疲れやすくなったな
ど、体力の低下を感じていませ
んか。専門のスタッフが運動プ
ログラムの実施をサポートしま
すので、健康増進、介護予防に
ご活用ください。
▼とき　毎週月曜日～土曜日の
①午前８時 40分～、②午前９
時 40 分～、③午前 10 時 40
分～、④午後１時 50分～、⑤
午後２時 50分～、⑥午後３時
50分～
※いずれも50分程度の運動。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階高齢者健康トレーニング教室
▼内容　６種のトレーニングマ
シンを使った軽い負荷の運動
▼利用期間　10月～令和４年
３月（週１回で利用開始から最
長６カ月）
▼対象　65 歳以上の市民＝
100人
▼申込期限　９月４日（土・必
着）
▼申し込み方法　往復はがき
（住所・氏名・生年月日・電話
番号・利用希望曜日と時間〈第
１希望から第３希望まで〉を記
入）で申し込みを。
※家族や友人同士での応募はは
がき１枚に連名で記載可／応募
多数の場合は抽選で決定（新規
利用者を優先）し、９月中旬以
降に結果を発送します。
▼その他　ロマントピア（水木
在家字桜井、☎ 84-2236）や
温水プール石川（小金崎字村元、
☎ 49-7081）でも教室を実施
しています。詳しくは各教室に
問い合わせを。
■■問問高齢者健康トレーニング教室
（〒 036-8003、駅前町９の
20、☎ 35-0161）

ヒロロ高齢者
健康トレーニング教室

【①バラ、ハナショウ
ブの花がら取りとせ
ん定作業】
▼とき　８月 18 日
（水）・19 日（木）、
午前９時 30分～ 11
時 30時
▼ところ　弘前城植
物園（下白銀町）
【②ハナショウブの株分け作業】
▼とき　９月１日（水）・２日
（木）、午前９時 30分～午後３
時（休憩含む）
▼ところ　藤田記念庭園（上白
銀町）
～共通事項～
▼持ち物　動きやすく汚れても
いい服装、飲み物、手袋、タオ
ル等、昼食（②のみ）
▼その他　事前の申し込みが必
要／悪天候時は中止。
■■問問藤田記念庭園（☎37-5525）

　８月 24日（火）に開幕する
東京 2020 パラリンピックの
シッティングバレーボール競技
において、当市出身の田澤隼選
手が男子日本代表に選出されま
した。また、市はブラジルのホ
ストタウンとして、平成 29年
からパラリンピック視覚障がい
柔道チームの合宿の受け入れな
ど、交流を進めています。弘前
から田澤選手やブラジル代表選
手を応援しましょう。がんばれ
日 本！ Força（ フ ォ ル サ ）
Brasil ！（がんばれブラジル !）
【競技スケジュール】
①シッティングバレーボール

ボランティア活動
「みどりフレンズ」大募集！

東京2020パラリンピック
を応援しよう

（男子）…８月 27 日（金）～
９月４日（土）
②柔道（男子・女子）…８月
27日（金）～29日（日）
■■問問 スポーツ振興課（☎ 40-
0583）

▼とき　９月 11 日（土）、①
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
／９月 18 日（土）、②午前９
時～正午、③午前 10 時～ 11
時 30分
▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼講座　①手軽な夏のおやつ作
り、②楽しく弾こう！子どもの
歌のピアノレッスン、③はじめ
ての医療事務～カルテの見方～
▼対象　①高校生以上＝ 20
人、②高校生＝６人、③高校生
＝10人
▼受講料　①＝ 300 円、②・
③＝無料
▼申し込み方法　①は９月４日
（土）までに、②・③は９月
11日（土）までに、ホームペ
ージ、Eメールまたはファクス
（希望講座名・氏名・住所・電
話番号を明記）で申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定
／受講者にははがきで受講票を
送りますので、当日持参を／そ
のほか出前講座も行っています。
詳しくはホームページで確認を。
■■問問柴田学園大学短期大学部（☎
32-6151、■■ＦＦ 32-6153、■■ＥＥ
jc_chibunsen@shibata.
ac.jp、■■ＨＨ https://jc.shibata.
ac.jp/）

　自分の感情をコントロールし
て、怒りで後悔しない方法を身
に付けます。
▼とき　9 月 11 日（土）、午
後１時30分～ 3時（開場は午
後1時から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール

柴田学園大学短期大学部
公開講座

スマイルアップセミナー
第５弾

その他

休日在宅当番
▼診療時間　内科…午前９時～
正午／耳鼻いんこう科・眼科、
歯科…午前10時～午後４時

◎予定が変更となる場合があります
ので、受診する際は事前に弘前市医
師会・弘前歯科医師会ホームページ
や休日在宅当番医に電話でご確認く
ださい。

内　科
9／5 千葉胃腸科内科医

院（石渡３）
☎36-7788

12 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

19 今村クリニック
（松原西２）

☎88-3090

26 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
9／5 あべ耳鼻咽喉科
（宮川１）

☎26-6116

19 あらいこどもクリ
ニック／眼科クリ
ニック（城東中央４）

☎27-2233

歯　科
9／5 くりの木デンタル

クリニック（新町）
☎88-7676

12 弘前インター歯科
クリニック（石川）

☎55-8214

19 杉山歯科クリニッ
ク（泉野２）

☎55-0811

20 あまない歯科医院
（神田１）

☎88-6400

23 遠藤歯科（代官町）☎36-5560
26 あおば歯科医院
（桔梗野４）

☎31-3343

◎上記のほか市急患診療所（野田2
丁目、☎34-1131）において、内科・
外科・小児科の診療を行っています。
①休日…午前10時～午後 4時
②夜間…午後7時～ 10時 30分
※夜間は内科と小児科のみ診療。
◎休日当番の割り当てがない日や、
急患診療所の受付時間外は医療機関
紹介電話（☎ 32-3999）へお電話
ください。


