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 観光ボランティアガイドの会
会員募集
　弘前観光ボランティアガイドの会
では、ボランティアガイド活動に協
力いただける人を募集しています。
まずは、会員と一緒に弘前公園のガ
イド体験をしてみませんか。
▽とき ８月 29 日・30 日、午前
10時～ 11時半
▽集合　市立観光館（下白銀町）１
階インフォメーション前（開始 10
分前までにお越しを）
▽対象　「津軽ひろさき検定」初級
試験合格者
▽参加料　１日310円
※事前の予約は不要。
■問弘前観光ボランティアガイドの会
（弘前観光コンベンション協会内、
☎35・3131）

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　９月１日（火）　　
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　青森県労働委員会（青森
市長島２丁目、みどりやビル７階）
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

くらしとお金の安心相談会

　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　９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
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

放送大学10月生募集

　テレビなどの放送やインターネッ
トを利用して授業を行う放送大学で
は、現在、平成27年度第２学期（10
月入学）の学生を募集しています。
▽出願期限　９月20日（必着）
※募集要項は無料で配布します。
■問 放送大学青森学習センター
（〒 036・8561、文京町３、コラ
ボ弘大７階、☎38・0500）
※ホームページ（http://www.
ouj.ac.jp）からも資料請求・出願
ができます。

自衛官募集

【自衛官候補生】
▽資格　18歳以上 27歳未満の人
▽試験日　男性＝９月 16 日・17
日／女性＝９月28日
【一般曹候補生】
▽資格　18歳以上 27歳未満の人
▽試験日　９月19日
【航空学生】
▽資格　高卒（見込みを含む）以上
21歳未満の人
▽試験日　９月23日
～共通事項～
▽受付期間　９月８日まで
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

泉野フリーマーケット
出店者募集
　日用品や雑貨、衣類などの不用品
販売です。
▽とき　９月27日（日）　　　
　　　　午前10時～午後３時

海上保安大学校学生募集

▽受験資格　平成 27年４月１日現
在、高等学校などを卒業した日の翌
日から起算して２年を経過していな
い人および平成 28年３月までに高
等学校を卒業する見込みの人
▽受付期間　８月27日～31日（イ
ンターネットでの受け付けは９月７
日まで）
▽試験日・合格者発表日　第１次試
験＝ 10 月 31 日、11 月１日／合
格者発表日＝ 12月 11日、第２次
試験＝ 12月 18日／合格者発表日
＝平成28年１月 21日
■問青森海上保安部管理課（☎青森
017・734・2423、 ■Ｈ http://
www.kaiho.mlit.go.jp/ope/
saiyou/bosyu.html）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん（医
学博士）のボランティアによる無料
健康相談を開催します。からだのこ
となどで気になる人はご相談くださ
い。
▽とき　８月 29日、９月５日の午
後１時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康広場相談室
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

※雨天時は施設内で開催。
▽ところ　泉野多目的コミュニティ
施設（泉野３丁目）多目的広場
▽出店資格　18歳以上（高校生を
除く）で販売商品に対して責任を持
てる人
▽定員　30組（先着順）
▽参加料　１組１コマ（3.5m ×
3.5m) ＝ 1,000 円
※シート、テーブル、テントなどは
出店者で準備を。食料品、化粧品、
医薬品、海賊品、コピー品、生き物
などは販売できません。
▽申し込み方法　９月 10日の午後
５時までに、電話か Eメールまた
は直接来館の上、申し込みを。  
■問泉野多目的コミュニティ施設（☎
88・2789、■Ｅ izumino@jomon.
ne.jp）

納税通知書等送付用窓付封筒
に掲載する有料広告募集
　市では、市・県民税、軽自動車税
および固定資産税・都市計画税の納
税通知書等送付用の窓付封筒に掲載
する有料広告を募集しています。掲
載できる広告は、市税などの納税通
知書等を郵送する性格上、いくつか
の条件がありますので、市ホーム
ページでご確認ください。
▽印刷予定枚数　約 22 万 1,000
枚
▽掲載規格など　縦60㎜×横 105
㎜、２枠
▽掲載料　１枠当たり年間16万円
▽申込期限　９月30日
■問市民税課（☎35・1117）

「県民グランプリ」募集

　青森県社会奉仕振興会は、心身と
もに健康で明るく生き生きと暮らし
ている健康家族を推進し、住みよい
地域社会の実現を目指しています。
その実現のため、各地域で地道に暮
らしている人たちにスポットをあ
て、人生の目標となる身近な人を発
掘し、表彰します。
　広く県民に感動や勇気を与え、他
の推薦が得られる個人、家族を募集
します。
■問９月 30 日までに、郵送または
ファクスで、青森県社会奉仕振興会
（〒 030・0957、青森市蛍沢 4丁

目６の 12、田澤さん、☎兼■Ｆ青森
017・743・4107）へ。

あおもり起業家グランプリ
ビジネスプランコンテスト
　独自技術や本県の地域資源を生か
した新たなビジネスプランを募集し
ます。
▽応募資格　①起業家部門…当該ビ
ジネスプランにより、県内で創業・
起業予定の人／②学生起業家部門…
大学院・大学・専門学校等の学生
▽グランプリ賞金　① 50万円／②
10万円
▽募集期限　①10月 8日（木）／
②10月 26日（月）
※詳しくは、あおもり起業家グラン
プリホームページ（http://www.
aomori-venture.com/）をご覧に
なるか、お問い合わせください。
■問青森県地域連携型起業家創出事業
実行委員会（県地域産業課内、☎青
森017・734・9374）

文化グループ会員募集

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
ループの会員を募集しています。初
心者・経験者を問わず歓迎します。
【書道愛好会】
▽活動日　第２・第４水曜日の午前
10時～ 11時 50分
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　漢字・仮名の基礎的な練習
／年１回の作品展（好きな言葉や詩
語などを自由に表現）
▽講師　肥後黄娥さん
▽募集人数　若干名
▽受講料　月額 3,800 円（テキス
ト代含む）
【ひろさきユニバーサルコーラス】
▽活動日　第１・第３水曜日の午後
７時～９時
▽ところ　弘前文化センター２階大
会議室
▽内容　コーラス
▽講師　川村昇一郎さん（弘前市合
唱連盟会長）
▽募集人数　若干名
▽受講料　月額1,500円
■問電話かファクスで、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、

■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

弘前市中心市街地
雇用促進支援事業
　市では、中心市街地への事業所な
どの進出を促進させ、中心市街地に
おけるにぎわいの創出と経済活動の
活性化を図ることを目的に、「中心
市街地雇用促進支援事業」を実施し
ています。
▽対象者　中心市街地区域内に事業
所などを新たに設置し、その事業所
などにおいて常用労働者を新たに雇
い入れる事業者（一定の要件があり
ます）
▽補助対象経費　新たに雇い入れた
常用労働者のうち、市内に住所を有
する者に対して支払う人件費の一部
※詳しくは市のホームページをご覧
になるか、お問い合せください。
■問商工政策課商業振興係（☎ 35・
1135）

二十歳の祭典

▽とき　平成
28年１月 10 
日（日）、午
前11 時～
▽ところ　市
民会館（下白
銀町）
▽内容　式典、実行委員会による成
人祭
▽対象　平成７年４月２日～平成８
年４月１日に生まれた人（市内に住
所のある対象者には、12月上旬に
に案内はがきを郵送します）
※市ホームページに昨年の様子を掲
載していますのでご覧ください。
■問生涯学習課（岩木庁舎内、☎
82・1641）

　相馬地区では、便利で効率的な新しい公共交通「予約型乗合タクシー」を
運行しています。相馬地区にお住まいの人に限らず、相馬地区にお越しの際
は、ぜひ予約型乗合タクシーをご利用ください。
▽運賃　150円（相馬庁舎⇔藍内地区・沢田地区・ロマントピアは300円）
▽時間　路線バス相馬線に合わせて運行
▽予約方法　利用の 1時間前までに北星交通（☎ 33・3333）へ連絡くだ
さい。
▽その他　停留所はありませ
ん。運行エリア内であれば目的
地まで送迎します。利用者登録
が無くても利用できますが、利
用の多い人は登録をおすすめし
ます。
■問都市政策課（☎35・1124）

相馬地区予約型乗合タクシーを
ご利用ください

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,721人　   （－144）
　 男　　  80,842人　   （－              83）
　 女　　  95,879人　   （－　61）             
・世帯数　 72,878世帯    （－            27）
平成 27年７月１日現在（推計）
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