
22

 暮らしのinformation

16日（金）＝「貿易の基礎知識②」
／③１月19日（月）＝「国際物流」
／④１月 30日（金）＝「貿易のス
キルアップ」
※いずれも午後１時半～４時半。
～共通事項～
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
２階研修室
▽定員　各回20人
※事前の申し込みが必要。
▽申込締め切り　① 12 月 12 日
（金）／②１月 13 日（火）／③１
月14日（水）／④１月27日（火）
■問りんご課販売促進係（☎ 40・
7105）

岩手県野田村の小学生に
クリスマスプレゼントを
贈ろう
　東日本大震災の被災地、岩手県野
田村の小学生（男 106 人、女 86
人）へ贈るクリスマスプレゼントを
募集します。500円程度のもの（手
作りでも購入品でも可）をプレゼン
ト用にラッピングしてお持ちくださ
い。なお、プレゼントの中身は持参
した際にお知らせください。
▽持ち込み先　市民参画センター
（元寺町）２階事務室
▽募集期限　12月 12日（金）
■問ボランティア支援センター（市
民参画センター内、☎ 38・5595、
■Ｆ 36・1822）

弘前駅前北地区土地区画整理
審議会委員選挙について
　弘前駅前北地区土地区画整理審議
会委員の選挙が平成 27年２月８日
に行われます。このため、地区内の
権利者に対して、選挙人名簿の縦覧
を行います。なお、名簿登載にあた

り、未登記の借地権を有する人は、
その旨の申告が必要になります。
▽選挙人名簿の縦覧・異議の申出期
間　12 月 12 日～ 25 日、午前８
時半～午後５時
▽ところ　区画整理課（駅前町、ヒ
ロロ３階）
▽未登記の借地権申告期限　12月
９日（火）
■問区画整理課（☎34・3233）

緑化推進活動に助成金
希望団体は申し込みを
　平成 27年に市民団体などが自主
的に行う森林整備や緑化活動、青少
年団体による緑化教育活動などの非
営利活動に対し、「緑の募金」を活
用した助成金を交付します。
▽実施場所　市内（ただし、緑化教
育活動の場合は市外でも可）
▽対象経費　苗木・種子・支柱・肥
料などの緑化資材購入費（ただし、
緑化教育活動の場合は交通費、講師
謝礼を含む）
▽助成額　10万円を上限とし、対
象経費の全額
■問 12 月 26日までに、弘前市緑化
推進委員会事務局（農村整備課管理
係内、☎40・7103）へ。

無許可のごみ収集・処分業者
に注意を！
　市では、委託業者による家庭ごみ
の行政回収のほか、古紙類や小型家
電の拠点回収を行っていますが、電
話での事前連絡により訪問してごみ
を有料回収するということは行って
いません。
　家庭から出るごみを業者が収集運
搬したり処分するためには、市の委
託や許可（一般廃棄物処理業許可）

冬休み子ども創作講座

　県産材のひばを使って「木のぼり
クマ」を作ります。
▽とき　１月７日（水）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽講師　藤岡秀雄さん（１級建築大
工技能士）
▽対象　小学生とその保護者＝ 50
人（先着順）
▽参 加 料　１教材＝
500円（当日徴収）
▽持ち物　手ふきタオ
ル
▽申し込み方法　はがき、ファクス
またはＥメール（住所・氏名〈ふり
がな〉・学年・電話番号・教材数を
記入）で、１月５日（必着）までに
中央公民館（〒036・8356、下白
銀町19の４、弘前文化センター内、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp）へ。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）
※講座をサポートするボランティア
を募集しています。詳しくはお問い
合わせください。

りんごやりんご加工品を海外
に輸出するためのセミナー
　りんごやりんご加工品を輸出する
ための知識やノウハウについて学べ
るセミナー（全４回、輸出経験不問）
を開催します。
▽日程と内容　①12月 17日（水）
＝「貿易の基礎知識①」／②１月

 その他
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●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

ド確立研究会事務局（青森県特産
品センター内、中村さん、☎ 39・
1811、携帯 090・3120・7139）

ひろさき出愛サポートセンター
の会員・出愛サポーターを
募集
　市では、結婚を希望する男女にす
てきな出会いを見つけてもらうた
め、ひろさき出愛サポートセンター
を開設しました。出会いのきっかけ
のひとつとして、会員登録をしてみ
ませんか。また、会員をサポートす
る出愛サポーターも募集していま
す。
　登録は通常３日前までの事前予約
が必要ですが、12月は予約不要の
休日・夜間登録会を実施しますので、
この機会にぜひご登録ください。
◎休日登録会
▽とき　12月７日（日）、午前 10
時～午後６時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室Ｂ
◎夜間登録会　
▽とき　12 月８日～ 12 日、午後
６時～８時
▽ところ　行政経営課（市役所３階）
■問ひろさき出愛サポートセンター
事務局（行政経営課内、☎ 35・
1123）

道路維持課からのお知らせ

【地域除雪活動支援事業】
　近年多くみられる個人所有の各種
小型除雪機械や地域の空き地を利活
用し、町会などが一般除雪によって
幅員の狭くなった生活道路の拡幅や
排雪を行うことに対し、市が従事者
などの保険加入と燃料費（相当分）
の補助を行います。

が必要となります。また、テレビ、
エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷
蔵庫、冷凍機の処分には、家電リサ
イクル法に定められた手続きが必要
となります。
　無料回収をうたう業者にごみの回
収を依頼し、後から高額な手数料を
請求されたり、無許可業者と知らず
に手数料を支払いごみの処分を依頼
し、不法投棄や不適切な処分をされ
てしまうなどのケースが全国的に発
生しています。ごみの収集や処分を
依頼する場合は、十分にご注意くだ
さい。
【無許可業者の宣伝例】
〇「不用になった電化製品などなん
でもお安く回収します」などと軽ト
ラックなどで街宣する
〇「格安で回収に伺います」などと
書かれたチラシをポストへ配布した
り電話による勧誘を行う
〇店舗や敷地に「格安引取処分」な
どと看板やのぼり旗を掲げているが
許可の有無が不明
〇チラシやホームページの連絡先に
携帯電話の番号しか書かれておらず
許可番号や事務所の所在地、具体的
な手数料の記載がない
※市の許可業者や家電リサイクル法
など詳しくは問い合わせを。
■問環境管理課環境事業所資源循環係
（☎35・1130）

清水森ナンバを栽培して
みませんか
　約 400 年前から津軽地域に伝わ
るとうがらし「清水森ナンバ」の産
地復活とブランド化を目指している
在来津軽「清水森ナンバ」ブランド
確立研究会では、栽培する新規会員
を募集しています。
■問在来津軽「清水森ナンバ」ブラン

【町会雪置き場事業】
　市では、住宅地に空き地を所有し
ている人の協力により、地域の雪置
き場として町会に無償貸し付けした
場合（管理は町会で）に､ 固定資産
税の３分の１以内を減免します。詳
細については、地区町会連合会の除
雪説明会で説明します。
■問道路維持課（☎32・8555）

県営住宅などの入居者募集

  県営住宅および中所得者向け特定
公共賃貸住宅の入居者を募集しま
す。入居条件や申し込み方法など、
詳しくはお問い合わせください。
▽募集期間　偶数月の 1日から 10
日まで（土・日曜日、祝日を除く）
※県営住宅浜の町団地と県営住宅小
沢団地は現在、常時募集中です。　
■問コーポラス青森グループ「豊産管
理」県営住宅弘前管理事務所（清
野袋１丁目、☎ 31・３３２３、■Ｈ
http://www.housan.co.jp）

平成27年度
青森県武道館の利用計画受付
　平成 27年度に各種大会やイベン
トで使用する場合の受け付けを 12
月上旬から開始します。
▽受付期限　１月９日
▽申し込み方法　青森県武道館（豊
田２丁目）、各体育施設に備え付け
ている貸切使用計画書に必要事項を
記入し、青森県武道館へ提出してく
ださい。
▽日程の調整　日程がほかの団体と
重複した場合は調整し、２月上旬ま
でに結果をお知らせします。
■問青森県武道館（☎ 26・2200、
■Ｈ http://www.aomorikenbudou
kan.com/）

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先
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