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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）

日曜朝市に出店しませんか

　市内の観光スポットにもなってい
る日曜朝市に出店してみませんか。
▽開催日　６月 19 日～ 10 月 16
日の毎週日曜日、午前６時半～７時
半
※出店回数は自由。
▽ところ　津軽藩ねぷた村こみせ通
り（亀甲町）
▽募集期間　５月31日まで
■問青森県特産品センター（村山さん、
☎39・1811）

「生活困窮者」自立支援相談室

　経済的な悩みや家庭の悩みなどさ
まざまな問題を抱え生活に困ってい
る人に対して、専門の支援員が個別
相談に応じます。相談は無料で、秘
密は厳守します。
▽とき　平日の午前８時半～午後５
時
▽ところ　自立支援相談室（宮園２
丁目、社会福祉協議会内）
▽対象　市内に在住し、借金や病気
などの問題を抱え将来が不安・仕事
が見つからず困っている・収入が少

なくて家賃が払えない・ひきこもり
の家族のことで悩んでいるなどの理
由で生活に困っている人
▽支援の種類と内容
①自立相談支援事業…相談支援員が
一緒に課題を整理し、具体的な支援
プランを作成。関係機関と連携して
生活の安定や就労促進など自立に向
けた支援を行います。
②住居確保給付金の支給…離職など
によって住居を失った人、または失
うおそれが高い人に対し、就職活動
を支えるため家賃を原則３カ月間
（最長９カ月間）支給します（収入、
資産、年齢などの要件および家賃支
給上限額あり）。
③子どもの学習支援…生活に困って
いる家庭の中学生に対し、居場所を
提供して学習支援や教育相談などを
行います。
※①・②は生活保護を受けている人
は対象になりません。詳しくはお問
い合わせください。
■問自立支援相談室（☎33・1161）

津軽の名人・達人バンク

　「津軽の名人・達人バンク」とは、
津軽地域の文化、芸術、スポーツ、
レクリエーション活動などの生涯学
習の振興に寄与するため、さまざま
な分野において一芸に秀でた人材を
「津軽の名人・達人」として登録し、
学校・施設・団体・サークルなどで

城北公園交通広場
オープンしました
　交通広場では、子どもたちがミニ
列車やゴーカートに乗って、信号の
見方や踏切の横断などの交通ルール
を遊びながら学ぶことができます。
　入園は無料で、本物のＤ 51型蒸
気機関車も展示しています。家族そ
ろっての来園をお待ちしています。
▽開園期間　４月１日～ 10月 31
日
▽利用時間　午前10時～午後４時
▽ミニ列車・ゴーカート運行日　土・
日曜日、祝日、小・中学校の春・夏
休み期間
▽ミニ列車・ゴーカート利用料金　
１回100円
▽休園日　毎週火曜日（小・中学校
の春・夏休み期間を除く）
■問交通広場（田町３丁目、☎ 33・
6755）／都市政策課（☎ 35・
1102）

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森事務
所が行う出張相談会です。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　５月６日（金）
　　　　午前10 時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
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講師・指導者として利用してもらう
ものです。
○利用方法　
　「名人・達人」は市町村窓口など
に設置している登録者名簿か、津軽
広域連合ホームページでご覧になれ
ます。希望や目的にあった「名人・
達人」を見つけたら、利用者が直接
連絡を取り、協力を依頼してくださ
い。指導・支援の詳細については、
利用者と「名人・達人」とで話し合
いの上、決定してください。
○講師活用事業を実施中
　この事業は、広域連合圏域内にあ
る学校や児童施設、福祉施設などが
授業・課外活動・行事・イベント等
で「津軽の名人・達人バンク」を利
用する際に、講師にかかる謝礼を広
域連合が負担するものです。利用を
希望する場合は、ホームページから
利用申込書のダウンロードができま
すので、必要事項を記入の上、郵送
してください。
○「名人・達人」として登録したい
人は
　広域連合圏域内に在住で、地域の
ために自分の知識や特技を役立てた
いと考えている人なら誰でも「名人・
達人」に登録することができます。
資格・基準は一切ありません。ホー
ムページから情報登録申込書のダウ
ンロードができますので、必要事項
を記入の上、Ｅメールまたは郵送で
提出してください。
■問津軽広域連合「津軽の名人・達人
バンク」係（〒 036・8003、駅
前町９の 20、☎ 31・1201、■Ｅ
tsugarukoiki09@hi-it.jp、 ■Ｈ
http://tsugarukoiki.jp/）

地域経営アンケートの実施

　市では、市政や市民生活に対する
市民の意識・意向を把握し、施策の
企画・改善などに活用するため、「地
域経営アンケート」を実施します。
　調査の結果は、今後の市政運営に
とって重要な基礎資料として利用し
ますので、ご協力をお願いします。
▽とき　４月下旬～５月中旬
▽対象　16 歳以上の市民＝約
2,600人
▽調査方法　調査員が対象世帯を訪
問する調査員調査
■問ひろさき未来戦略研究センター情

報分析・行革・連携担当（☎ 40・
7016）

第 55 回弘前市子どもの祭典
実行委員募集
　11月３日（文化の日）に開催さ
れる「弘前市子どもの祭典」の企画
や運営をしてみたいという中学生と
高校生を募集します。イベントづく
りに興味のある人、ほかの学校の人
と友達になりたい人など、たくさん
の応募をお待ちしています。
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）
▽内容　
①企画会議（舞台発表などの演目や
体験コーナーのブースなどを決めて
いきます。最初の会議は５月下旬を
予定）
②祭典当日（11月３日）の運営
▽対象　市内の中学・高校生＝ 30
人程度　
■問５月９日までに、はがきかファク
スまたはＥメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者名を記入）で弘前市子
どもの活動支援会（中央公民館内、
〒036・8356、下白銀町19の４、
☎ 33・6561、■Ｆ 33・4490、■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

キッズ☆ワールド 会員募集

　いろんな学校や学年の子と楽しい
活動ができるよ！大学生のお兄さん
やお姉さんが、毎回みんなをサポー
トします。
▽活動日　６月４日、７月２日・
30 日、８月 27 日、10 月 29 日、
12月３日、平成 29年１月 14日、
２月 25日の午前 10時～午後４時
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）、弘前公園ほか
▽内容（予定）　アイスブレーキン
グ、ウォークラリー、ワールドカッ
プ（運動会）など
▽対象　市内在住の小学生＝60人

▽会費　年額2,000円
▽申し込み方法　５月８日（必着）
までに、はがきかファクスまたはＥ
メール（住所・氏名〈ふりがな〉・
性別・電話番号・学校名・学年・保
護者氏名を記入）で、申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
全員に結果をお知らせします。
■問中央公民館「キッズ☆ワール
ド」係（〒036・8356、下白銀町
19 の４、☎ 33・6561、■Ｆ 33・
4490、 ■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

「ピュアフレンズ」
ボランティア募集
　知的障がいのある在宅者（おおむ
ね18歳以上の人）の生涯学習を支
援するピュアフレンズ事業のボラン
ティアを募集します。
▽日程　５月８日、６月 12日、７
月 10日、９月 11日、10 月９日、
11 月 27 日、12 月 18 日、 平 成
29年２月 12日の午前９時半～午
後３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　全体学習・買い物学習・ク
ラブ活動などの学習支援
■問ボランティアサークル「虹の会」
（安田さん…☎兼■Ｆ 87・2873、對
馬さん…☎兼■Ｆ 32・4759）／中
央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ 33・
4490、火曜日は休み）

県税のコンビニ納税と
口座振替制度
　自動車税・不動産取得税・個人事
業税はコンビニエンスストアでの納
付や口座振替が利用できます。また、
４月１日からゆうちょ銀行でも取り
扱いができるようになりました。口
座振替できる県税は次のとおりで
す。
○個人事業税…定期賦課分
○法人県民税・事業税（地方法人特
別税を含む）…中間・確定申告分
○自動車税…６月納期分（４月 28
日までに金融機関で申し込みが必
要）
○軽油引取税
■問中南地域県民局県税部納税管理課
（☎32・4341）

　青森県中弘地区消防協会の定期観閲式が、市役所周
辺と弘前公園内で行われます。消防団員の機械点検や
部隊行進のほか、歴史と伝統を誇る日本一のまとい振
り、はしご乗りの演技を披露します。
▽とき　５月５日（木・祝）
▽内容　第１会場＝市役所周辺（午前７時開始）…機
械点検、放水訓練、車両分列行進／第２会場＝弘前公
園内（午前９時開始）…人員服装点検、まとい振り・
はしご乗り演技、式典
【交通規制にご協力を】
　当日、会場周辺は一般車両の通行が規制されますの
で、ご協力をお願いします。
▽交通規制区域と時間　市役所前～弘前文化センター
（下白銀町）外堀沿い、午前６時15分～８時半
■問防災安全課（☎40・7117）
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