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教えて！たか丸くんクイズの答え

答えは、②の約 11 メートルだよ。一番
高い石垣は本丸南東隅の天守台石垣で、
内濠の水面から最高で 11.05 メートルも
の高さがあるんだ。石垣の歴史
や修理の方法など、たくさん
調べて石垣博士になろう !!

※質問は 13ページに掲載。
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今月の市税などの納期今月の市税などの納期

固 定 資 産 税  第３期
国民健康保険料  第４期
介 護 保 険 料  第４期
後期高齢者医療保険料  第４期

☆今月は第３・４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替のご利用を。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が
　加算される場合があります。

弘前大学

▽とき　10月 24日～ 26日
▽ところ　弘前大学文京町キャンパ
ス
▽テーマ　「BEAT」
▽内容　「知の創造」（各学部等の特
徴的な研究を分かりやすく紹介）…
【人文学部】北日本考古学研究セン
ター特別展「東北の弥生化－縄文時
代が変わるとき－」、「成田コレクシ
ョン考古・アイヌ資料の特別公開」、
「地域未来創生センター活動成果公
開」／【医学研究科】最新の医療に
ついて（社会医学・整形外科学）／
【保健学研究科】市民公開講座「保
健学研究科の市民公開講座」／【医
学部附属病院】市民公開講座「肝癌
の治療について－外科医、内科医、
放射線科医の立場から－」／【農学
生命科学部】公開講座「岩木川の水
環境を学ぶ！」／【北日本新エネル
ギー研究所・食料科学研究所】「新
エネと食料と青森と私」／各種展示・
模擬店、よさこい弘大、職員芸術・
造形作品展、花火ほか
■問問弘前大学総務部総務課（☎ 39・
3007）／学務部学生課（☎ 39・
31 1 2、 ■ＨＨ h t t p : / / www.
hirodaisai.com/2014/）
※弘前市のブース…25 日・26 日
の午前 10時～午後４時に、弘前里
山ツーリズムによる弘前産りんごを
はじめとした農産物の販売、青森県
漆器協同組合連合会による津軽塗製
品の販売をします。詳しくは、市行
政経営課（☎ 40・7021）へ問い
合わせを。

弘前学院大学

▽とき　10月 12日・13日
▽ところ　弘前学院大学（稔町）内
▽テーマ　「JUST DO IT! －そし
て、やるだけさ－」

▽内容　12日…芸人ライブ、吹奏
楽部演奏、男装・女装コンテスト、
カラオケ予選、模擬店各種／ 13日
…学生バンドライブ、ハンドベルコ
ンサート、じゃんけん大会、カラオ
ケ決勝大会、ビンゴ大会、花火、模
擬店各種
■問問弘前学院大学学生課（☎ 34・
52 1 1、 ■ＨＨ h t t p : / / www.
hirogaku-u.ac.jp/）

東北女子大学

▽とき　10月 18日・19日
▽ところ　東北女子大学清原キャン
パス（清原１丁目）
▽テーマ「奏（かなで）～響きあう
明日への鼓動～」
▽内容　①学科展示…【家政学科】
「秋桜～真心をこめて～」をテーマ
に、食部門と被服部門に分かれた発
表や展示、食育体験コーナー、バッ
グや巾着の販売など／【児童学科】
「ようこそ、夢と魔法の王国へ」を
テーマにした制作物の展示や各実習
に関する学びの発表、パネルシアタ
ーなど　②各部・団体によるステー
ジ発表・展示　③特別企画（後夜祭）
…ゲスト・シンガーソングライター
小山内創祐
■問問東北女子大学学生課（☎ 33・
2289、 ■ＨＨ http://www.tojo.
ac.jp/）
※学園祭期間中、オープンキャンパ
ス・進学相談会も行います。

東北女子短期大学・
東北栄養専門学校・
東北コンピュータ専門学校
▽とき　10月 18日・19日
▽ところ　東北女子短期大学上瓦ケ
町キャンパス
▽テーマ　「華～素敵な笑顔を咲か
せよう～」
▽内容　①短大各科と専門学校の展
示…【短大・生活科】「短命県返上
!!」をテーマに正しい食事で健康寿
命を延ばす方法を展示／【保育科】
「ちびっこまつり」をテーマにした
遊べるコーナー、作って遊ぶコーナ
ーなど／【栄養専門学校】テーマ
「STEP ～いつまでも健康であるた
めに～｣／【コンピュータ専門学校】

テーマ「東コンメモリアル」　②文
化部展示　③ステージ発表（日本舞
踊、三味線、演劇、軽音楽）　④食堂、
販売、喫茶店　⑤特別企画「和楽器
の祭典」～和太鼓・三味線～
■問問東北女子短期大学学生課（☎
32・6151、 ■ＨＨ http:www.
toutan.ac.jp/）
※学園祭期間中に進学相談会も行い
ます。

弘前医療福祉大学・
弘前医療福祉大学短期大学部
▽とき　10月 18日（土）
▽ところ　弘前医療福祉大学・弘前
医療福祉大学短期大学部（小比内３
丁目）内
▽内容　各学科・専攻（看護・作業
療法学・言語聴覚学・介護福祉・食
育福祉・救急救命）の展示と体験コ
ーナー、模擬店、カラオケ、ゲーム
大会、ステージ発表、おもちゃのひ
ろば、巨大アップルパイなど
■問問弘前医療福祉大学学生部（☎
27・2004、 ■ＨＨ http://www.
hirosakiuhw.jp/）

放送大学青森学習センター

▽とき　10月 25日（土）
           午後１時半～３時
▽ところ　放送大学青森学習センタ
ー（文京町、コラボ弘大７階）
▽テーマ　「藁科所長公開講演会」
▽演題　「『怪談牡丹燈籠』の言語表
現」
■問問放送大学青森学習センター（☎
38・0500、■ＨＨ http:www.sc.ouj.
ac.jp/center/aomori/）

「学園都市ひろさき
高等教育機関コンソーシアム」

加盟校の学園祭
　学園祭の季節です。各大学とも趣
向を凝らした催しを用意しています
ので、皆さんぜひご来場ください。

の駐車はできません。運動公園駐車
場に駐車してください。シャトルバ
スによる訓練会場への送迎となりま
す。バスは午前 7時から定員にな
り次第、随時出発します。詳しくは
問い合わせを。
■問問消防本部警防課訓練担当（☎
32・5103）

泉野多目的広場の工事着工

　泉野多目的広場（泉野３丁目）内
へのコミュニティー施設建設工事が
始まります。
　工事期間中は、広場の一部のほか、
駐車場についても舗装工事および工
事車両の出入りなどにより利用でき
なくなります。ご不便をおかけしま
すが、ご協力をお願いします。
▽工事期間　10月～３月
■問問財産管理課（☎40・7111）

あおもり中小企業人材支援
センターからのお知らせ
【あおもり就職センター
　　　　　　　　模擬試験2014】
　青森県内で働く社会人としての基
礎力を測ることができる試験です。
　「あなたは正解のない答えをどう
導き出せるのか？」などの問題に楽
しみながら取り組む活動です。
▽とき　10月 26日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽対象　これから県内で働こうと
思っている、または、現在県内で働
いているおおむね 18～ 29歳の人
＝ 20人
【「若手社員のための職場リーダーに
なる力」セミナー】
　中堅社員としての意識やリーダー
シップを学び、研修参加者同士が情
報交換することで「気付き合い」、

夜間・休日納税相談の
ご利用を
　収納課では、日中や平日に納税相
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　10月 17日、20
～ 24日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　10月 19日・26
日の午前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、ぜひ
相談においでください。
※特別な理由がなく、納付および連
絡がない場合は、差し押さえ処分を
執行することもあります。
■問問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

緊急消防援助隊北海道東北
ブロック合同訓練
▽とき　10月 23日（木）
　　　　午前８時～11時半
※訓練は 22日～ 23日の予定で開
催されますが、23日は一般見学者
エリアを設定します。興味のある人
はぜひおいでください。
▽ところ　堀越雪置き場（川合字岡
本地内）　
▽内容　内陸型地震の発生を想定
し、より実践的な訓練とするため
に、想定の一部を事前に明らかにし
ないブラインド型訓練とし、複数会
場を使用した分散並行型で行うとと
もに、自衛隊、警察などの防災関係
機関や医療機関などとの連携強化も
図る
▽訓練項目　図上訓練、参集訓練、
宿営訓練、部隊運用訓練（二日間で
12種目の訓練を実施）など。
▽その他　訓練会場への、一般車両

自分の課題と目標を再確認するセミ
ナーです。
▽とき　10月 23日（木）
　　　　午前10時～午後５時
▽対象　リーダーを目指す社員また
はそれに準ずる人＝30人
～共通事項～
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）
▽参加料　無料　
※事前の申し込みが必要。
■問問あおもり中小企業人材支援セン
ター（☎青森 017・763・5522、
■ＦＦ 017・763・5523）

セルフ文庫ご利用ください

　市内６カ所の出張所にセルフ文庫
を設置しました。セルフ文庫には子
どもから大人までを対象に約 40冊
の本を用意しています。図書館カー
ドをお持ちでなくても６冊まで借り
ることが出来ますので、お近くの出
張所でぜひご利用ください。
■問問弘前図書館（☎32・3794）

マイホーム・空家活用相談会

　持ち家に関するお悩みに、建築・
不動産のプロが、中立的な立場から
ご相談に応じます。
　現在お住まいの住宅や空家の売
買、賃貸、リフォーム、解体、管理
代行などについて、個別で相談に応
じますので、お気軽に参加ください。
相談は無料で、事前の予約もできま
す。
▽とき　11月１日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
■問問青森県住みかえ支援協議会（☎青
森017・722・4086）
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