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0120・918・817）へ。
※申し込みの際は、「借金整理相談
希望」と伝えてください。申し込み
受け付け後、原則として３営業日以
内に担当弁護士の事務所で相談を受
けます。
■問問青森県弁護士会（☎青森 017・
777・7285）

行政書士コスモス会
による無料相談会
　相続・遺言を中心とした相談会で
す。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　５月13日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
■問問弘前コスモス会ふたば行政書士事
務所（二葉さん、☎88・8781）
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にも掲載していますので、ご覧くだ
さい。
■問問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

地域資源特派員を募集中！

　津軽広域連合では、現在、「あな
たのまわりの“季節を感じる”も
の」「まちで見かけた“時代を感じ
る”もの」「あなたのまちの“奇祭・
奇習”」の３つをテーマに、身近な
地域資源を報告する特派員を募集し
ています。
　あなたの日常にあるものが、活用
次第で地域の魅力を大きく向上させ
る可能性を秘めています。これまで
気づかなかった、思いがけない津軽
を見つけてみませんか。
▽応募資格　弘前市、黒石市、平川
市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎
館村、西目屋村に在住・在勤または
在学している人
▽申し込み方法　津軽広域連合ホー
ムページから登録申込書をダウン
ロードし、必要事項を記入の上、Ｅ
メール、ファクスまたは郵送で送付
してください。
▽報告・公表　地域資源を見つけた
際は、郵送またはＥメールでレポー
トを提出してください。レポートは
津軽広域連合の広報紙やホームペー
ジに掲載します。
※ペンネームでの公表も可。
■問問津軽広域連合「地域資源特派
員」係（〒 036・8003、駅前町
９の 20、☎ 31・1201、■ＦＦ 33・
2201、 ■ＥＥ tsugarukoiki09@hi-
it.jp、 ■ＨＨ http://tugarukoiki.
jp/)
※詳しくは当広域連合ホームページ
をご覧ください。

こころの健康相談

　本人や家族の心の悩みについて、
保健師が面接して相談に応じていま
す（無料）。希望する人は事前に電
話で申し込んでください。
▽５・６月の相談日　５月 12日・
26 日、６月９日・23 日、午前９
時～午後３時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽対象　市民

「農作業従事者」を募集します

　ＪＡ相馬村では、無料の職業紹介
所を開設し、りんごの生産作業に係
る農作業従事者（ヘルパー）を募集
します。
▽募集期間　５月～11月の随時
▽作業期間　５月～11月
▽作業時間　原則、午前８時～午後
５時
▽作業内容　りんご生産の農作業
▽対象　園地まで自動車通勤可能
で、はしごでの作業ができる人
▽賃金　園主との話し合いで決定
▽採用方法　面接による選考
■問問ＪＡ相馬村農作業従事者無料職
業紹介所（農業振興課内、☎ 84・
3215）

アメリカシロヒトリの駆除
にご協力を
　ガの一種のアメリカシロヒトリ
は、幼虫期に樹木の枝・葉にクモの
巣のような巣網を作り、集団で巣網
内の葉を食べ尽くした後、付近一帯
の樹木に被害を及ぼします。
　被害が発生する時期は、気象状況
などによって変動しますが、卵がふ
化して幼虫になる、６から７月ごろ
と８から９月ごろの年２回です。
▽駆除・対策　葉に巣網を見つけた
らすぐに巣網ごと切り落とし、踏み
つぶすか、ビニール袋で二重に密封
して燃やせるごみに出してくださ
い。
　また、巣網への薬剤散布も効果的
ですが、寄生予防のための散布は効
果がありません。薬剤は、ホームセ
ンターなどで市販されている毛虫用
の殺虫剤をお勧めします。ただし、
使用方法や周囲の環境には十分注意
してください。
　なお、薬剤散布は地域ぐるみで一
斉に実施することが効果的であるた
め、市では本年度より、町会を対象
に薬剤噴霧機を貸し出します。
　また、弘前市町会連合会では各町
会を通して、薬剤費の補助をしてい
ますのでご活用ください。なお、自
分で駆除できない場合は、造園業者
や害虫駆除の専門業者に相談を。
※アメリカシロヒトリの生態や駆除
方法などについては市ホームページ

※「こころの病気」の治療をしてい
ない人を優先します。現在治療して
いる人は、まず主治医に相談を。
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）
■問問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

公開武家住宅休館のお知らせ

　弘前市仲町伝統的建造物群保存地
区内（若党町内）の公開武家住宅２
棟は、保存工事のため休館します。
▽休館施設　旧伊東家住宅、旧梅田
家住宅（旧岩田家住宅、旧笹森家住
宅は通常どおり開館）
▽休館期間　５月 12日～ 12月下
旬（予定）
■問問文化財課（☎82・1642）

青森少年鑑別所所内見学会

▽とき　５月31日（土）
　　　　午前10時～ 11時
▽ところ　青森少年鑑別所（青森市
金沢１丁目）
▽内容　少年鑑別所について理解を
深めてもらうための業務概要の説明
および施設内の見学
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　無料
■問問電話で、青森少年鑑別所（☎青森
017・776・5118）へ。
※問い合わせの際は、「少年鑑別所
見学会の希望」とお伝えください。

クマの被害に遭わないために

　クマは、人と遭遇したときや子連
れのときに、攻撃してくることがあ
ります。被害に遭わないために、次
のことに注意しましょう。
【クマに遭わないために】
○山に入るときは、クマ除けの鈴や
ラジオなどを携帯する
○１人で山に入らない
○残飯やジュースの飲み残しはクマ
のえさとなるため、きちんと処理す
る
○夕暮れや明け方はクマが活発に活
動するため、山に入らない
【クマに遭遇したら】
○後ずさりしながら、静かに立ち去
る
○大声を上げたり、攻撃したりしな

い
○クマは逃げるものを追う習性があ
るため、背中を見せて走らない
○子グマを発見したら、近くに親グ
マがいる場合が多いため近寄らない
■問問 農業政策課農産係（☎ 40・
7102）

第45回弘前市民文化祭
総合プログラム表紙デザイン
を募集！

　弘前市民文化祭実行委員会では、
７月から 12月にかけて開催する市
民文化祭への市民参加の場を広げ
るため、「第 45回弘前市民文化祭」
の総合プログラム（Ａ４判）の表紙
デザインを募集します。奮ってご応
募ください。
▽募集作品　応募者本人が創作した
未発表のもの
▽応募資格　市民
▽作品の規格
○大きさ…Ａ３判（縦 29.7㎝×横
42㎝）
※作品は右半分がプログラムの表
紙、左半分が裏表紙になることを想
定して作成してください。
○紙質と色…紙質（表現材料）は自
由。着色は蛍光ペン・色鉛筆以外で
行うこと
○タイトル文字など…不要。ただし、
文字が入ることを想定して作成する
こと
▽応募方法　作品の裏面に、提出日
現在の住所・氏名・年齢・職業（ま
たは学校名と学年）・電話番号を記
入し、郵送または持参してください。
▽応募締め切り　７月19日（必着）
▽審査　審査会を７月に開催し、最
優秀作品１点と優秀・佳作作品を数
点選考
▽発表　審査結果を応募者全員に通
知し、入賞者の表彰式を市民文化祭
の開会式（９月７日開催予定）で行
います。
▽賞品　入賞者には賞状・トロ
フィーを贈呈し、応募者全員に記念
品を贈呈
▽その他
○応募作品は原則として返却しませ
ん。
○作品の著作権は主催者のものとし
ます。
○最優秀作品は市民文化祭総合プロ

グラムの表紙として１万部製作さ
れ、市内の関係機関・施設・各団体
などに配布されます。
■問問弘前市民文化祭実行委員会事務局
（〒036・8356、下白銀町19 の４、
弘前文化センター１階、市社会教育
協議会内、☎ 31・3010、■ＦＦ 31・
3011）
※問い合わせなどは、火・日曜日、
祝日を除く、午前９時～午後５時に。
ただし事前に曜日や時間の指定があ
れば別途対応します。

中小企業・小規模事業の
経営者の皆さんへ
　個人保証なしで金融機関から融資
を受けたり、事業が破綻しても一定
の生活費などを残すことができる
ルールができました。
①法人と個人の資産・経理が明確に
分離されている場合などにおいて個
人保証が不要となること
②多額の個人保証を行っていても、
経営が行き詰まる前に、早めに事業
再生や廃業を決断した際に一定の生
活費等が残ること
　これらを定める「経営者保証に関
するガイドライン」が、中小企業庁・
金融庁主導の下、策定されました。
金融機関と相談したい人はお問い合
わせください。
■問問中小企業基盤整備機構東北支部
（☎仙台022・716・1751）

借金整理無料相談会

　青森県弁護士会では、県内に住む
皆さんへの法的サービスの充実を目
的として「借金整理無料相談」を実
施します。
▽ところ　各法律事務所
▽申し込み方法　土・日曜日、祝日
を除く午前９時～午後５時に、青
森県弁護士会（☎フリーダイヤル
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之 氏
　任期満了に伴う弘前市長選挙が４
月13日に行われ、即日開票の結果、
現職の葛西憲之氏（67）が、再選
を果たしました。
◆投票結果

▽有権者数＝ 14万 7,661 人

▽投票者数＝ 5万 6,628 人

▽投票率＝ 38.35％
◆候補者別得票数
葛西憲之＝4万 5,315 票
千葉浩規＝1万 165票

弘前市長選挙
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