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い合わせを。
▽ところ　弘前学院大学（稔町）
▽対象　18歳以上の人
▽受講料　１講座につき大人＝
1,000円、学生＝500円
■問問 10 月２日までに、チャイルドラ
インあおもり弘前地区事務局（柘
植〈つげ〉さん、☎携帯 090・
4449・1488、 ■ＥＥ tsuge216@
gmail.com）へ。

女性のための少林寺拳法教室

　少林寺拳法を通して心と体の調和
を図ります。
▽とき　９月 26 日～ 10 月 29 日
の毎週水・金曜日、午後７時～８時
▽ところ　多目的屋内スポーツ施設
「サッパドゥ」（高田４丁目）
▽対象　中学生以上の女性＝ 20人
（先着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
動きやすい服装
■問問午後７時以降に、少林寺拳法弘
前ブロック事務局（相馬さん、☎
27・3705）へ。

秋の全国交通安全運動が
始まります
　秋の行楽シーズンになりました。
この時期は行楽による事故や、日没
が早まる夕暮れ時の事故が多くなり
ます。歩行者・運転者の皆さんは、
交通ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの実践に努めるとともに、特に
子どもと高齢者に対する思いやりと
譲り合いの気持ちを持ち、交通事故
を起こさない、交通事故に遭わない
よう注意しましょう。
　また、９月 30日は交通事故死ゼ
ロを目指す日です。市民総ぐるみで
交通事故の防止に努めましょう。
▽運動期間　９月21日～ 30日
▽運動の重点
○子どもと高齢者の交通事故防止
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗車中の交通事故防止
○すべての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の徹

底
○飲酒運転の根絶
【模擬交通事故の実施】
　交通事故の減少を目的に、スタン
トマンによる自転車の交通事故の場
面を再現し、交通事故の模擬体験を
行います。
▽とき　①９月 27日／②９月 28
日（雨天決行）
※時間はいずれも午前 11時～ 11
時 40分ころ。
▽ところ　①カブセンター弘前店
（高田４丁目）駐車場／②カルチュ
アロード会場内、まちなか情報セン
ター前交差点（土手町）
※②については、カルチュアロード
が雨天中止の場合、克雪トレーニン
グセンター（豊田２丁目）において
午後３時から行います。
■問問都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102）

不動産の無料相談会

　10 月の「土地月間」にちなみ、
不動産鑑定士による不動産の無料相
談会を開催します。
▽とき　10 月１日（水）
　　　　午後２時半～５時
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室１
※事前の申し込みは不要。
■問問青森県不動産鑑定士協会（☎青森
017・752・0840）

司法書士無料法律相談会

▽とき　10月４日（土）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽相談内容　多重債務、相続、登記、
成年後見、裁判所提出書類作成など
▽受け付け　当日先着順
■問問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

10月１日から
一部バス路線で経路変更
　弘南バスでは、バス路線の経路変
更を実施します。
○弘前浪岡線　利便性を図るため全
便「イオン藤崎店」バス停を経由
○川原平線・川原平聖愛高校線　津

初級古文書読み方講習会

　当館所蔵の藩政時代の古文書を活
用した、古文書解読の基礎事項と読
み方の講習会を開催します。
▽とき　10月４日・11日・18日・
25日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　荻野看生子さん
▽対象　高校生以上の初心者＝ 30
人（先着順）
▽受講料　無料（別途テキスト代
700円が必要）
■問問９月30日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

ラケットテニス体験教室

▽とき　10 月７日～ 28 日の毎週
火曜日、午前10時～正午
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　ストロークからゲームまで
▽対象　市民＝10人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　シューズ、タオルなど
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・
教室名を記入し、９月 28 日（必
着）までに、運動公園（〒 036・
8101、豊田２丁目３）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定しま
す。
■問問運動公園（☎27・6411）

チャイルドライン
ボランティア養成講座
　悩みを持った子どもの心の声を聴
く、電話の受け手ボランティア養成
講座を開催します（全10回）。
▽講座一部例　① 10月９日の午後
６時半～８時半…「チャイルドライ
ンの理念」／② 10月 16日の午後
６時半～８時半…「子どもの権利条
約について」／③ 10月 25日の午
前 10時～正午…「子どもへの虐待
について」、午後２時～４時…「福
島で起きていることが子どもたちの
未来にもたらすこと」
▽講師　③＝蟻塚亮二さん（福島県
相馬市なごみクリニック医師）
※その他の日程と内容については問
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軽ダム建設工事に伴い「居森平」バ
ス停を起終点に変更。これに伴い、
名称も居森平線、居森平聖愛高校線
に変更
※これらの経路変更による、市内バ
ス停の発着時間に変更はありませ
ん。詳しくは問い合わせを。
■問問弘南バス（☎32・2241）

お金や暮らしに関する相談会

▽とき　① 10月１日・②４日・③
５日、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　①＝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
／②③＝専門スタッフや弁護士、保
健師、社協相談員によるお金や暮ら
しに関する相談
▽相談料　無料
※事前の電話予約が必要。
■問問消費者信用生活協同組合青森相談
事務所（☎フリーダイヤル 0120・
102・143、 青 森 017・752・
6755）

弘前・白神アップルマラソン
開催に伴う交通規制
　10月５日（日）に、「第12回弘
前・白神アップルマラソン」が開催
されます。
　当日は、コース上交通規制（スター
ト付近は午前８時半～午後３時）を
実施しますので、ご理解とご協力を
お願いします。
　詳細については問い合わせるか、
ホームページをご覧ください。
▽コース　消防本部南側～城西大橋
～茜橋～五代～兼平～如来瀬～西目
屋村白神館前
■問問弘前・白神アップルマラソン実

行委員会事務局（克雪トレーニン
グセンター内、☎ 88・8399、■ＨＨ
http:www.applemarathon.jp/）

全国一斉！法務局休日相談所

　日常生活のさまざまな心配ごと、
困りごとなどがある人は気軽におい
でください。相談は無料で、事前の
予約が必要です。
▽とき　10月５日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　青森地方法務局弘前支局
（早稲田３丁目）
▽相談員　法務局職員、司法書士、
土地家屋調査士、人権擁護委員、弁
護士、公証人
■問問青森地方法務局弘前支局総務課
（☎26・1150）

「法の日」週間記念行事

　10月１日は、「法の日」です。「国
をあげて法の尊重、基本的人権の擁
護、社会秩序の確立の精神を高める
日」として定められています。また、
10 月１日から１週間は「法の日」
週間として、記念行事を開催します。
▽とき　10 月８日（水）、午後１
時半～３時半（受け付けは午後１時
から）
▽ところ　青森地方・家庭裁判所（青
森市長島１丁目）５階大会議室
▽内容　成年後見制度に関する手続
き案内、法廷などの施設見学
■問問青森地方裁判所事務局総務課庶務
係（☎青森017・722・5421）

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　①10月６日（月）、②10
月７日（火）
※時間はいずれも午後１時半～４時
▽ところ　①＝弘前文化センター
（下白銀町）２階／②＝アスパム（青
森市安方１丁目）５階
▽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）

シニアワークプログラム
高年齢者技能講習
　働く意欲のある高年齢者の雇用と
就業機会の確保・促進を目的とした
講習会です。
【危険物取扱者（乙種第４類）講習】
▽とき　10月７日～ 11月 12日、
午前９時～午後５時（予定）
▽ところ　生きがいセンター（南袋
町）
▽定員　10人
▽受付期間　９月 22日～ 10月１
日（土・日曜日を除く午前９時～午
後４時）
【清掃スタッフ講習】
▽とき　10月22日～11月12日、
午前 10時～午後５時（予定）
▽ところ　サンライフ弘前（豊田１
丁目）
▽定員　15人
▽受付期間　９月 29 日～ 10 月
10日（土・日曜日を除く午前９時
～午後４時）
～共通事項～
▽対象　就職・就業を希望する 55
歳以上の人
▽受講料　無料
▽その他　申し込みにはハローワー
クカードが必要です
■問問弘前市シルバー人材センター（☎
36・8828）
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