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保健センター（☎37・3750）へ。

ベテランズセミナー

▽とき　７月17日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　くらしのあれこれ①「生
活習慣病の予防」
▽講師　土谷庸さん（東北女子大学
家政学科准教授）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝50人程度
▽受講料　無料
■問問７月 16日までに、電話かファク
スで、中央公民館（☎ 33・6561、
■ＦＦ 33・4490、火曜日は休み）

初級陶芸サークル
メンバー募集
▽活動日　毎週月曜日（年末年始、
祝祭日を除く）の午後７時半～９時
半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階工作実習室
▽対象　陶芸に興味のある人（子ど
も連れでの参加も可）
▽会費など　月会費 1,500 円、土
代１㎏当たり 200 円、焼き代（別
途徴収）
▽持ち物　エプロン、タオル２枚
※見学・体験は大歓迎。
■問問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）、初級陶芸サークル（■ＥＥ
mhtxc340@gmail.com）

無料電話相談

【全国一斉女性の権利110番】
　女性に対する暴力（ドメスティッ
クバイオレンス、セクシャルハラス
メント、ストーカー）や離婚に関す
る諸問題、職場における差別など、
女性の権利全般に関する無料電話相
談を実施します。
▽とき　６月23日（月）
　　　　午後１時～４時
▽電話番号　☎青森 017・763・
4670（青森県弁護士会本部）、携
帯 080・1661・1698（同会弘前

支部）
【労働相談ホットライン】
　さまざまな労働問題でお悩みの人
のために、労働問題に詳しい弁護士
が適切なアドバイスをする無料電話
相談を実施します。
▽とき　６月24日（火）
　　　　午後３時～８時
▽電話番号　☎青森 017・763・
4670
■問問青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285）

弘前図書館の休館

　図書の点検や配置替え、館内清掃
などのため、次の期間は休館となり
ますので、ご了承ください。
▽期間　６月18日～ 27日
※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、弘前駅自由通路（JR
改札口付近）にある返却ポストまた
は、岩木図書館、相馬ライブラリー、
こども絵本の森をご利用ください。
■問問弘前図書館（☎32・3794）

男女共同参画週間

「家事場のパパヂカラ」（平成26年
度男女共同参画週間キャッチフレー
ズ）
　男女が互いにその人権を尊重しな
がら、責任も分かち合い、個性と能
力を十分に発揮できる社会の実現に
向けて、内閣府男女共同参画局では、
６月 23日～ 29日の１週間を「男
女共同参画週間」と定めています。
　市では、平成 23年度に「弘前市
男女共同参画プラン」を策定し、「一
人ひとりの笑顔があふれる弘前の実
現」を目指しています。
　一人ひとりの豊かな人生を実現す
るために、いろいろな場面で男女共
同参画の視点を持ってみませんか。
■問問 市民参画センター（☎ 31・
2500）

国家公務員（税務職員）
採用試験
▽受験資格
①４月１日現在、高校または中等教
育学校を卒業した日の翌日から起算
して３年を経過していない人および

平成 27年３月までに高校または中
等教育学校を卒業する見込みの人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽第１次試験日　９月７日（日）
▽申し込み方法　６月 23 日～７
月２日に、インターネット（申込
専用アドレス http://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.html）で申
し込んでください。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、最寄りの税務署、仙
台国税局人事第二課または人事院
東北事務局に受験申込書を請求し、
６月 23日～ 26日に、郵送（６月
26日の消印有効）または持参して
ください。
■問問人事院東北事務局（☎仙台022・
221・2022）／仙台国税局人事
第二課試験研修係（☎仙台 022・
263・1111、内線 3236）

弘前大学人文社会科学研究科
（大学院修士課程）入試説明会
▽とき　６月27日（金）
　　　　午後６時～７時
▽ところ　弘前大学（文京町）人文
学部４階多目的ホール
▽内容　学生募集要項（当日配布）
による入試の説明、カリキュラムな
どの説明
▽対象　人文社会科学研究科に興味
のある人
※事前の申し込みは不要。  
■問問弘前大学人文学部教務担当（☎
39・3941）

市営駐輪場の利用について

　例年、JR弘前駅城東口駐輪場や
弘前東高前駅駐輪場において、冬期
間放置され、雪解け後も利用してい
ない自転車が多く発生しています。
特に、高校名や大学名のステッカー
が貼られた自転車が多くなっていま
す。
　このような自転車が多くなると、
駐輪スペースが少なくなり、駐輪場
を利用している人にとって大変不便
になります。
　また、長時間放置している自転車
は、いたずらや盗難にあう可能性が
高くなりますので、自転車の放置は
やめましょう。

　長期間利用しない場合は、自宅に
持ち帰るか、また、不要になった自
転車は、決められた収集日に大型ご
みとして出すなどルールに従いま
しょう。
■問問都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102、35・1124）

カルチュアロード
出展申込書を配布します
　９月 28日（日）に土手町通りで
開催予定の「カルチュアロード」の
出展申込書を配布します。
▽配布期間　７月１日～15日
▽ところ　上土手町商店街振興組合
（土手町、土・日曜日、祝日は休み）
▽対象　展示や実演、文化活動の発
表などを希望する個人や団体（営利
目的のみの出展は認めません）
■問問申込書に必要事項を記入し、７月
25日までに上土手町商店街振興組
合（☎38・7030、■ＦＦ 38・7031）へ。

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　７月２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）
▽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）

健康相談・禁煙相談

　「生活習慣病の予防について」「健
診結果を詳しく知りたい」「健診受

診後の生活について」「禁煙したい」
など、健康や栄養について保健師や
栄養士が無料で相談に応じます。
※事前の予約が必要。
▽７月の相談日　６日・18日の午
前 10時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康広場
▽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（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

下水道の処理区域が
広がります
　公共下水道の処理区域が、７月１
日から広がります（対象…下湯口字
扇田・下湯口字村元・清水森字下川
原・一野渡字岡本・石渡１丁目・龍
ノ口字村元の各一部）。
　新たな処理区域内の皆さんには、
下水道の接続などについてのお知ら
せを送付しますので、早めの水洗化
にご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、
お問い合わせください。
■問問上下水道部営業課給排水係（茂森
町、☎32・0698）

労働相談会

　個々の労働者と事業主との間に生
じた労働条件などのトラブルを解決
するための無料相談会です。
▽とき　７月１日（火）　　
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　アスパム（青森市安方１
丁目）５階「白鳥・夏泊」
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。
■問問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

夏休みチビッコスポーツ教室

▽とき　７月 24 日・25 日の午前
10時～ 11時半
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　トランポリン、体力ゲーム、
チャレンジゲームほか
▽対象　４歳以上の幼児とその保護
者＝ 30組、小学校１年生～３年生
＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動のできる服装、室内
用シューズ、汗ふきタオル、飲み物
▽申し込み方法　はがきに、住所・
氏名・生年月日・電話番号・教室名
を記入し、７月18日（必着）までに、
市民体育館（〒036・8362、五十
石町７）へ。
■問問市民体育館（☎36・2515）

子ども茶道教室

▽とき　７月 21 日、９月 14 日・
28 日、11 月 24 日、12 月７日・
28 日、平成 27 年１月 18 日、２
月 15日の午前 10時～ 11時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）和室
▽内容　あいさつの仕方、お菓子・
お茶のいただき方、和室の歩き方な
ど
▽対象　幼児～中学生＝30人
▽参加料　毎回 200 円（お菓子代
として）
▽持ち物　靴下
■問問江戸千家不白会弘前支部（岡山さ
ん、☎27・4639）

65歳からの
アンチエイジング講座
　テーマは「健康美食～基本の量と
バランスについて～」です。
▽とき　７月 31 日（木）、午後１
時半～２時半（受け付けは午後１時
から）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　栄養士による講話
▽対象　おおむね 65歳以上の市民
＝50人（先着順）
▽参加料　無料
■問問７月 24日までに、電話で弘前市

前月比

 

人の動き PopulationPopulationPopulation

 その他
  

・人口　   178,626人    （＋227）
　 男　　   81,727人　 （＋141）
　 女　　   96,899人　   （＋86）
・世帯数　  72,725世帯（＋360）
平成 26年５月１日現在（推計）
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