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【新米パパ・新米おじいちゃん
応援講座】
▼とき　６月26日（日）
　　　　午後１時～３時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階集会室
▼内容　女性の妊娠や出産に伴
う心と体の変化、育児の楽しさ
を実技も交えながら学びます。
▼講師　三崎直子さん（弘前大
学大学院保健学研究科准教授）
▼対象　市内に在住または通
勤・通学し、１歳未満および１
年以内に誕生予定の子どもか孫
がいる男性＝10人（先着順）
※パートナー等の同伴を希望す
る人はご相談ください。
▼申し込み方法　６月 25 日
（土）までに、電話かファクス
または Eメール（住所〈町名
まで〉・氏名〈ふりがな〉・年齢・
電話番号・子どもの有無〈予定
含む〉と年齢・子育てに関して
気になることを記入）で申し込
みを。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou
@city.hirosaki.lg.jp、火曜日
は休み）

【かんたん楽しい夏のエコクッ
キング教室】
　冷蔵庫の残り野菜を活用し、
ヘルシーで環境に優しく、簡単
にできる調理のコツをみんなで
楽しく学んでみませんか。
▼とき　７月２日（土）
　　　　午前９時30分～正午
▼メニュー　ミネストローネ・
ライスサラダ・ブロッコリーの
丸ごとピラフ・黒砂糖ゼリー

弘前地区環境整備センター
の教室

▼とき　①６月 24 日（金）、
午後６時～７時 30分／②７月
２日（土）、午前９時～10時
▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼講座名　①人を創る起業とは
～株式会社 SEN-BUの挑戦～
／②WordPress を使ってかん
たんホームページ作成
▼対象　①高校生以上、②高校
生＝４人
▼受講料　①・②とも無料
▼申し込み方法　①は６月 17
日（金）までに、②は６月 25
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
を記入）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を
ご覧ください。
■■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/）

■■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）

　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、
市の施設の室温を28℃（目安）
としますので、来訪する際は、
軽装でお越しくださるようご協
力をお願いいたします。
▼実施期間　６月１日（水）～
９月30日（金）
【健康につながるクールビズ】
　外気温と室温との差が大きい
と、体の自律神経やホルモンバ
ランスを崩しやすくなったり、
冷えに慣れて汗をかかないでい
ると、汗腺が退化して、体温調
整機能が働かなくなってしまう
など、健康への影響を指摘する
専門家もいます。暑くなってき
ているからこそ、体にやさしい、
地球にやさしいクールビズを実
践してみましょう。
■■問問環境課（☎36-0677）

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

その他
クールビズ実施のお知らせ

吹付けアスベストの調査員
を無料で派遣

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（水）
～11月 30日（水）
※上記以外にも条件や必要書類
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）

　こども絵本の森が所蔵する子
育て情報雑誌のバックナンバー
を無料提供します。
▼とき　６月 12 日（日）、午
前 10時から整理券配布・提供
開始（無くなり次第終了）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階こども絵本の森おはなしコー
ナー
※１人３冊・付録１点まで。持
ち帰り用袋の持参を。
■■問問 こども絵本の森（☎ 35-
0155）

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 20 日
（月）～ 24 日（金）の午後５
時～７時30分

子育て情報雑誌の無料提供

夜間・休日納税相談

▼休日納税相談　６月19日（日）・
26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、滞納処分を執
行することもあります。
■■問問 収納課（市役所２階、☎
40-7032、40-7033）

６
月
の
催
し

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「春の夫婦星・
レグルス」
18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）

弘前大学との
地域づくり連携事業

▼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）、ふきん、
エプロン、三角巾
▼申込期限　6月 19 日（日・
必着）
※応募多数の場合は抽選で決定
し、６月 25日（土）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９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個の制作／小学生は保護者の
同伴が必要です。
▼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
▼申込期限　６月 26日（日・
必着）
※応募多数の場合は抽選で決定
し、７月３日（日）
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。
　教室の詳細はホー
ムページ（QRコード）
で確認を。

柴田学園大学短期大学部
公開講座

緑の相談所 ６月の
催し

【講習会】
①ツツジ・ボタンのせん定
４日（土）、午後１時30分
～３時30分
②植物の増やし方
11日（土）、午後１時30分
～３時30分
③コケ玉づくり講習会
25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　５日（日）
から電話で申し込みを。
【展示会】
●石斛（せっこく）花もの展示会
３日（金）～５日（日）
●盆友会　さつき花季展
８日（水）～12日（日）
●津軽さつき会 さつき盆栽展
14日（火）～19日（日）
●弘前盆栽研究会諸盆栽作品展
23日（木）～26日（日）
【訪問相談】
11日（土）・25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）


