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▽解説内容　①スキット部門…韓国
語で演ずる課題の解説と発音指導
（継続指導します）／②自由発表部
門…韓国に関する歌やダンス発表の
応募方法など
▽対象　①中学・高校生、大学生、
一般
※②は誰でも参加可。
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問「話してみよう韓国語」青森
大会実行委員会（川村さん、☎
携 帯 070・6614・0041、 ■Ｅ
aomoritaikai@apost.plala.
or.jp)
※平成 27年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

市民参画センターの臨時休館

　設備の点検などのため、次の期間、
休館します。
▽期間　８月26日・27日
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

消防職員募集（消防職Ａ・Ｂ）

▽職種と資格
①消防職Ａ＝昭和 62年４月２日～
平成６年４月１日に生まれた人／消
防職Ｂ＝平成６年４月２日～平成
10年４月１日に生まれた人
②日本国籍を有し、弘前市、黒石市、
平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、
田舎館村、西目屋村に現住所か本籍
があり、矯正視力を含み両眼で0.7
以上かつ一眼でそれぞれ 0.3 以上、
赤・青・黄色の識別ができ、男性は
身長おおむね 160㎝以上、女性は
おおむね155㎝以上の人
▽採用予定　８人

もご協力ください。
◎８月６日（広島平和記念日）

　午前８時15分
◎８月９日（ながさき平和の日） 

　午前 11時２分
◎８月 15 日（戦没者を追悼し平
和を祈念する日） 　　　　　　正午
■問子育て支援課家庭支援係（☎
40・7039）

弘前市小学校スキー用品
購入助成券利用販売店
募集説明会

　市教育委員会では、小学校の授業
で使用するスキー用品の購入費助成
事業の実施を予定しています。この
事業にご協力いただける利用販売店
募集説明会を開催します。
▽対象販売店　スキーセット、ス
キーウェアなどのスキー関連用品を
店頭で販売している市内の店舗
【説明会】
▽とき　８月26日（水）
　　　　午後１時半　
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）２階視聴覚室
■問８月20日までに、学務健康課（☎
82・1643）へ。

「話してみよう韓国語」
青森県大会の課題解説会
　あなたも韓国語に挑戦してみませ
んか？全く話せない人でも２カ月の
特訓で課題発表が可能です。12月
20日にヒロロ（駅前町）で行われ
る大会の詳細と課題の解説会を開催
します。自由発表（歌・ダンス）部
門もあり、誰でも参加できます。
▽とき　８月27日（木）
　　　　午後６時半～
▽ところ　ヒロロ３階多世代交流室A

を除く）
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）会議室
▽内容　グループになってレクリ
エーションゲーム、手足を使う簡単
なリズム体操、脳トレゲームなど
▽定員　20人
▽持ち物　飲み物、フェースタオル、
室内用シューズ、運動のできる服装
～共通事項～
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・希望教
室名を記入し、８月 15 日（必着）
までに、克雪トレーニングセンター
（〒036・8101、豊田２丁目３の１）
へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可。応募多数の場合
は抽選で決定。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

青森県武道館武道教室

▽日程と内容
◎柔道教室…毎週火・金曜日の午後
６時半～９時
◎空手道教室…毎週月・木曜日の午
後７時～９時
◎少林寺拳法教室…毎週火・土曜日
の午後６時～９時
◎剣道教室…毎週土曜日の午後４時
～７時
◎なぎなた教室…毎週金曜日の午後
７時～９時
◎護身術教室…毎週日曜日の午前
11時～午後１時（12月まで）
～共通事項～
▽参加料　各教室とも月額 500 円
（護身術教室のみ無料）
▽対象　小学生以上（護身術教室は

中学生以上）
▽申込期間　随時受け付け
▽その他　各教室ともスポーツ安全
保険料が別途必要／少林寺拳法を受
講する場合、協会への登録のため別
途登録料が必要／試合への出場や、
段級審査を受ける場合は登録料が必要
■問青森県武道館（☎26・2200）

墓地公園までバス運行

　８月 13日のお盆の日に、久渡寺
線の路線バスの一部の便が墓地公園
を経由して運行します。
▽臨時停留所　墓地公園、墓地公園
入り口（２カ所）
▽料金　バスターミナルから臨時停
留所まで片道390円
■問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜間納税相談　８月 17日～ 21
日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　８月 23日の午前
９時～午後４時
■問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

戦没者・原爆死没者の追悼

　８月 15日は「戦没者を追悼し平
和を祈念する日」です。先の戦争で
亡くなった人々を追悼し、世界の恒
久平和を祈るため、正午から１分間
の黙とうをささげましょう。
　また、広島市と長崎市に原爆が投
下された時刻から１分間の黙とうに

いきいき体操教室

　健康増進 ･ 体力作りのために、
ボールなどを使った体操をしてみま
せんか？
▽とき　９・10 月の毎週火曜日、
午後７時～８時（10 月 12 日のみ
月曜日）
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽講師　ひろさき健幸増進リーダー
▽参加料　300 円（傷害保険料と
して）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽申し込み　８月５日～ 20 日に、
直接または電話で受付。
■問 清水交流センター（☎ 87・
6611、月曜日と祝日の翌日は休館）

克雪トレーニングセンター
の教室
【ウオーキング教室】
▽とき　９月７日～ 11月 16日の
毎週月・木曜日、午前 10時～正午
（11月５日、12日、祝日を除く）
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
ほか
▽内容　ウオーキングの基礎、ウ
オーミングアップ、クーリングダウ
ンストレッチ、簡単な筋力トレーニ
ングなど
▽対象　市民＝40人
▽持ち物　敷物（１畳程度）、飲み物、
リュック、帽子、筆記用具、動きや
すい服装
【～今日からはじめよう～認知症予
防！はつらつ脳力アップ教室】
▽とき　９月２日～ 30日の毎週水
曜日、午前 10 時～ 11 時（23 日

▽第１次試験日　９月20日（日）
▽試験場所　第二中学校（平岡町）
▽試験科目　消防職Ａ＝大学卒業程
度の教養試験・専門試験／消防職Ｂ
＝高校卒業程度の教養試験／各職種
共通＝適性検査、体力測定
▽受験申込書の提出方法　消防本部
人材育成課および各消防署で交付す
る受験申込書に記入し、必要書類を
添え、８月 28日（必着）までに郵
送または持参してください。なお、
受け付けは、土・日曜日、祝日を除
く午前８時半～午後５時です。
■問消防本部人材育成課（〒 036・
8203、 本 町 ２ の １、 ☎ 32・
5102）

多重債務相談窓口

　借金などでお困りの人は、気軽に
ご相談ください。相談は無料で、秘
密は厳守します。
▽とき　月～金曜日（祝日・年末年
始を除く）の午前８時半～午後４時
半（正午～午後１時を除く）
▽ところ　青森財務事務所（青森市
新町２丁目、青森合同庁舎３階）
▽電話番号　相談専用ダイヤル…☎
青森017・774・6488
■問青森財務事務所（☎青森 017・
722・1463）

登記相談予約制

　青森地方法務局では、予約制によ
る登記相談を実施しています。登記
相談を利用の際は、あらかじめ電話
か窓口で相談の予約をお願いしま
す。
　なお、相談は無料で、時間は 20
分以内となっています。
■問青森地方法務局弘前支局（☎
26・1150）

有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

■問い合わせ先　環境管理課環境事業所（町田字筒井、☎35・1130）

今年 ５ 月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 １人１日当たり
のごみ排出量
（４月～５月の累
計から換算）

今年
昨年
差

5,801t

1,074g
1,126g
-52g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化ごみなどは除く。）

431t 減 !!
（昨年同月比） 

　各家庭で食事の食べ残しを１日
当たり 100g減らすと、弘前市の
１年間の生ごみ量は 2,500t の減
量になるんだって！
　食事の作りすぎに注意して、
食卓に出された料理は家族みん
なで楽しく残さず食べてね !!

たか丸くんの　ごみ減量速報
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