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▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
■問問消費者信用生活協同組合青森相
談 事 務 所（ ☎ 青 森 017・752・
6755）

「第15回よさこい津軽」
参加団体募集中！
　参加者・観客が一体となって楽し
める祭り「よさこい津軽」に参加し
て、一緒に盛り上がりましょう。ま
た実行委員会では、祭りを手伝って
くれるボランティアスタッフも併せ
て募集しています。詳しくはお問い
合わせください。
▽とき　６月29日（日）
　　　午前９時 50分～午後３時半
▽ところ　土手町通り
■問問申込書に必要事項を記入し、４月
25日までに、よさこい津軽実行委
員会事務局（弘前商工会議所内、☎
33・4111、■ＦＦ 35・1877）へ。
※申込書はよさこい津軽ホームペー
ジ（http://www.hcci.or.jp/txt/
yosakoi/）からダウンロードでき
ます。

2014年
岩木山フォトコンテスト
　岩木山をいつも眺め、岩木山をこ
よなく愛する人たちのフォトコンテ
ストです。
　自分だけの「岩木山」を撮って気
軽に応募してください。
▽テーマ　作品の中に岩木山が入っ
ていることが条件
▽応募資格　プロ・アマ・国籍を問
いません。
▽応募規定　①サイズ＝ワイド四つ
切り（四つ切り可）かＡ４判のカラー
プリント　②自作、未発表作品で１
人２点まで　③写真のタイトル・撮
影日・撮影場所・住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・職業を記入した紙
を写真の裏面にはること
▽賞　グランプリ１作品、特選２作
品、陸奥新報社賞１作品、特別賞２
作品、入選８作品、佳作 10 作品、
市民選賞多数に賞状と副賞を贈呈
▽応募期限　９月１日（月）必着
▽審査方法　岩木山観光協会が審査
▽発表　９月 20 日～ 10 月 13 日
（予定）に、農産物直売施設・野市
里（宮地字川添）で全作品を展示
※展示前に入賞者に通知するととも
に新聞（陸奥新報）で発表します。
▽その他
○作品は岩木山のＰＲ活動、カレン

ひろさき　
多子家族応援パスポート
　市では、多子家族の子育てを応援
するため、市の公共施設の使用料な
どが無料になるパスポートを発行し
ています。
　さくらまつり期間中の弘前公園有
料区域の入場も無料となりますの
で、早めに申請してください。
※対象施設など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
▽対象　平成８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　対象者全員分
の保険証など
■問問子育て支援課子育て戦略担当（☎
40・7038）

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森相談
事務所が行う出張相談会です。相談
は予約制ですので、希望する人は事
前に電話で申し込んでください。
▽とき　５月７日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
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ダー・パンフレットなどの印刷物に
使用するほか、岩木山観光協会の
ホームページに掲載。
○作品の版権は岩木山観光協会に帰
属します。
○応募作品は返却しません。
▽応募先　郵送・宅配便または持参
で、岩木山観光協会「フォトコン
テスト」係（〒 036・1343、百
沢字裾野 124、☎ 83・3000、■ＦＦ
83・3001、■ＥＥ 1625@iwakisan.
com）へ。

文化グループ会員募集

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している「尺八
グループひびき」と「書道愛好会」
の会員を募集しています。初心者・
経験者は問いません。まずは見学に
おいでください。
【尺八グループひびき】
▽活動日　毎週水曜日の午後６時半
～９時
▽ところ　弘前文化センター２階第
１・第２和室
▽内容　初心者は「さくら」「荒城
の月」が吹けるよう練習します。
▽募集人員　５人程度
▽会費　月額500円
※尺八を持っていない人には、けい
こ用を貸し出しします。
【書道愛好会】
▽活動日　第２・４水曜日の午前
10時～正午
▽ところ　弘前文化センター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（好きな言葉や詩
語などを自由に表現）
▽講師　肥後黄娥さん
▽募集人員　若干名
▽会費　月額 3,700 円（テキスト
代含む）
■問問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■ＦＦ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

「ピュアフレンズ」
ボランティア募集
　知的障がいのある在宅者（おおむ
ね 18歳以上の人）の生涯学習を支
援するピュアフレンズ事業のボラン
ティアを募集します。

▽日程　５月 11日、６月８日、７
月６日、９月７日、10月５日、11
月 16 日、12 月 14 日、 平 成 27
年２月８日の午前９時半～午後２時
50分
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　全体学習・買い物学習・ク
ラブ活動などの学習支援
■問問ボランティアサークル「虹の会」
（安田さん…☎兼■ＦＦ 87・2873、対
馬さん…☎兼■ＦＦ 32・4759）／中
央公民館（☎ 33・6561、■ＦＦ 33・
4490）

キッズ☆ワールドⅫ会員募集

　いろんな学校や学年の子と楽しい
活動ができるよ！大学生のお兄さん
やお姉さんが、毎回みんなをサポー
トします。
▽活動日　６月７日、７月 12 日、
８月 30日、10月 11日、11月１
日・29日、平成 27年１月 17日、
２月 21日の午前 10時～午後４時
または午後１時～４時（活動内容に
よる）
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）、弘前公園ほか
▽内容　アイスブレーキング、ウ
オークラリー、バス遠足、ワールド
カップ（運動会）、科学実験、クッ
キングパーティー、雪遊び、お楽し
み会など（予定）
▽対象　市内在住の小学生＝60人
▽会費　年額2,000円
▽申し込み方法　住所・氏名（ふり
がな）・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者氏名を記入し、５月９
日（必着）までに、はがきかファク
ス、またはＥメールで申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
全員に結果をお知らせします。
■問問中央公民館「キッズワールド」係
（〒036・8356、下白銀町19 の４、
☎ 33・6561、 ■ＦＦ 33・4490、
■ＥＥ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

計量器（はかり）の定期検査
２年に１回忘れずに
　食料品店や精米所、薬局などにあ
り、取引や証明に使用する計量器（は
かり）は、計量法により定期検査

を受けることが義務付けられていま
す。検査対象者（事業所）には、事
前に通知しますが、新しく事業を始
めた人や、これまで検査を受けたこ
とがない人は、ご連絡ください。
▽検査対象計量器例　観光農園や通
販サイトなどにおいて農産物の料金
算定や内容量表記に使用する計量
器、貴金属の買い取り査定に使用す
る計量器など
▽検査場所　各店舗・事業所
▽手数料　１台 500 円～ 2,800
円（計量器の種類により異なります）
■問問商工政策課就労支援係（☎ 35・
1135）

求職者支援訓練の受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【広告デザインクリエイター科】
▽とき　６月９日～10月８日
▽ところ　パソコンスクールＩＭＳ
弘前教室（土手町）
▽申し込み締切　５月15日
【介護職員初任者研修科】
▽とき　６月11日～ 11月 10日
▽ところ　ニチイ学館弘前教室（表
町）
▽申し込み締切　５月13日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込締め切り日までに各
訓練施設へ受講申込書の提出を。
■問問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

　市民の皆さんのご意見・ご提案を
市政に反映させる広聴事業の一環
として「平成 26年度市長車座ミー
ティング」を開催します。
　市民がさまざまなテーマで、市長
とざっくばらんに話ができる絶好の
機会です。奮って申し込みを。
▽とき　第２回＝６月 10日（火）、
午後２時～３時
▽対象　市内に在住、在勤または在
学するおおむね５人～ 15人で構成
された団体（営利目的、宗教・思想・
政治活動などの目的で開催しようと

する団体は除く）
▽申し込み方法　開催希望申込書
に、テーマや開催場所など所定の事
項を記入の上、５月９日までに広
聴広報課（市役所３階、窓口 308）
へ持参するか、郵送またはファクス
で申し込んでください。
※開催希望申込書は、同課に備え付
けてあるほか、市ホームページから
もダウンロードできます。
▽その他
○申込団体が複数の場合は、抽選に
より決定します。

○会場の準備および費用負担は開催
団体が行ってください。
○開催結果は、写真を添えて市ホー
ムページで概要を公表するほか、
ミーティングの様子をインターネッ
ト上で動画配信します。
※今後実施予定のミーティングは、
平日夜間・休日の実施が可能な場合
もありますので、実施を希望する団
体はご連絡ください。
■問問 広 聴 広 報 課 広 聴 広 報 担 当
（〒036・8551、上白銀町１の１、
☎35・1194、■ＦＦ 35・0080）

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・人口　  179,248 人　 （－167）
　 男　　  82,092 人　 （－ 86）
　 女　　  97,156 人　 （－ 81）
・世帯数　 72,490 世帯（－ 59）
平成 26年３月１日現在（推計）

◎昨年度開催したミーティングでは、制作した工芸品やクラフトなどを発表する
場所づくりに関することや、保育所と小学校の情報交換の場の設定に関すること、
農繁期における作業員の確保に関することなど、さまざまなテーマで話し合われ
ました。参加者からは、「市長と気軽に話せて良かった」などと好評を得ています。

市長車座
ミーティング

市長と気軽に話しませんか


