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れば別途対応します。

新規高卒予定者を対象とした
求人の早期申し込みを
　平成 29年３月に高校を卒業する
生徒を対象とした求人の受け付け開
始は６月20日です。
　新規高等学校卒業予定者の地元就
職の促進と、優秀な人材の確保に向
け、求人の早期申し込みにご協力を
お願いします。
■問弘前公共職業安定所求人企画部門
（☎38・8609、内線 31#）

市民選賞多数に、賞状と副賞を贈呈
▽応募期限　８月31日（必着）
▽審査方法　岩木山観光協会が審査
▽発表　９月 24 日～ 10 月 10 日
に、農産物直売施設・野市里（宮地
字川添）で全作品を展示
※展示前に入賞者に通知するととも
に新聞（陸奥新報）で発表します。
▽その他　作品は岩木山のＰＲ活
動、カレンダー・パンフレットなど
の印刷物に使用するほか、岩木山観
光協会のホームページに掲載。作品
の版権は岩木山観光協会に帰属しま
す。応募作品は返却しません。
▽応募先　郵送・宅配便または持参
で、岩木山観光協会「フォトコン
テスト」係（〒 036・1343、百
沢字裾野 124、☎ 83・3000、■Ｆ
83・3001、）へ。

下水道の処理区域が
広がります
　公共下水道の処理区域が、７月１
日から広がります（対象…五代字早
稲田の一部）。
　新たな処理区域の皆さんには、下
水道の接続などについてのお知らせ
を送付しますので、早めの水洗化に
ご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、
お問い合わせください。
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎内、☎55・6895）

弘前市民文化祭総合プログ
ラム表紙デザインを募集
　７月から 12月にかけて開催する
「第 47回弘前市民文化祭」の総合
プログラム（Ａ４判）の表紙デザイ
ンを募集します。奮ってご応募くだ
さい。

▽募集作品　応募者本人が創作した
未発表のもの
▽応募資格　市民
▽作品の規格
○大きさ…Ａ３判（縦 29.7㎝×横
42㎝）
※作品は右半分がプログラムの表
紙、左半分が裏表紙になることを想
定して作成してください。
○紙質と色…紙質（表現材料）は自
由。着色は蛍光ペン・色鉛筆以外で
行うこと
○タイトル文字など…不要。ただし、
文字が入ることを想定して作成する
こと
▽応募方法　作品の裏面に、提出日
現在の住所・氏名・年齢・職業（ま
たは学校名と学年）・電話番号を記
入し、郵送または持参してください。
▽募集期限　７月20日（水）（必着）
▽審査　審査会を７月に開催し、最
優秀作品１点と優秀・佳作作品を数
点選考
▽発表　審査結果を応募者全員に通
知し、入賞者の表彰式を市民文化祭
の開会式（９月３日開催予定）で行
います。
▽賞 品　入賞者には賞状・トロ
フィーを贈呈し、応募者全員に記念
品を贈呈
▽その他　応募作品は原則として返
却しません。作品の著作権は主催者
のものとします。最優秀作品は市民
文化祭総合プログラムの表紙として
１万部製作され、市内の関係機関・
施設・各団体などに配布されます。
■問弘前市民文化祭実行委員会事務局
（〒036・8356、下白銀町19の４、
弘前文化センター１階、市社会教育
協議会内、☎ 31・3010、■Ｆ 31・
3011）
※問い合わせなどは、火・日曜日、
祝日を除く、午前９時～午後５時に。
ただし事前に曜日や時間の指定があ

ミニムワイン・サタデー講座

　テイスティングの実践を通して、
ワインの表現を考えながら楽しく学
びます。
▽とき　６月～ 10月の毎月第４土
曜日、午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽内容　６月「テイスティング」、
７月「色の表現」、８月「香りの表
現」、９月「味わいの表現」、10月「ワ
インの個性」
▽講師　新岡將光さん（日本ソムリ
エ協会公認シニアソムリエ）
▽対象　20歳以上＝７人
▽受講料　各回 4,000 円（テキス
ト代・ワイン代を含む）
▽その他　車での来場は不可。
■問ミニム事務局（渡邊さん、☎携帯
090・1376・9393、■Ｅ hiromi@
minimewine.com）

ひろさき出愛サポート
センター７月休日登録会
　結婚を希望する独身男女が会員に
登録し、写真やプロフィール（匿名）
を見て選んだ人と１対１でお見合い
をする支援をしています。
　会員登録を希望する人は、予約の
いらない休日登録会をぜひご利用く
ださい。お見合いをお手伝いする出
愛サポーターも随時募集していま
す。
▽とき　７月９日（土）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室B
■問ひろさき出愛サポートセンター事
務局（ひろさき未来戦略研究セン
ター内、☎35・1123、■Ｈ http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
jouhou/seido/hirosaki-deai.
html）

総合市民相談

　専門の相談員が無料で相談に応じ
ます。
▽とき　７月２日（土）、午前 10

時～午後３時（正午～午後１時を除
く）
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽相談内容　法律、税金、金銭貸借
（消費者金融）、相続・遺言、登記、
離婚、家庭内の悩み事など
▽相談員　弁護士、税理士、人権擁
護委員、行政相談委員など
▽申し込み方法　弁護士との相談は
希望者が多いことから、予約制とな
ります。定員は８人（先着順）で、
予約は６月16日から電話で受け付
けます。なお、弁護士との相談以外
は、事前の予約は不要です。当日直
接会場へ。
■問 市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

あおもり起業家養成研修

　地域資源などを生かした新たなビ
ジネスでの創業・起業を応援するた
めに開催します。ビジネスプランの
作成について学びたい人は、気軽に
参加ください。
▽日程と内容　第１回＝７月９日、
午前 10時～正午…起業の基礎知識
習得／第２回＝７月９日、午後１時
半～４時半…事業計画書作成研修①
／第３回＝７月 16日、午後１時半
～４時半…事業計画書作成研修②
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）視聴覚室
▽定員　30人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
■問７月５日までに、青森県商工労働
部地域産業課（☎青森017・734・
9374、 ■Ｆ 017・734・8107、
■Ｅ chiikisangyo@pref.aomori.
lg.jp）へ。

弘前市障がい者雇用奨励金

　国の特定求職者雇用開発助成金の
支給対象となった、市内に住所を有
する障がい者を継続して雇用する事
業主に対し、障がい者雇用奨励金を
交付します。
▽交付対象者　国の助成金受給終了
後も継続して当該障がい者を雇用す
る事業主
▽交付対象期間　国の助成金の支給
対象期間が満了した日の翌月から
12カ月間。

▽奨励金の額　①重度障がい者（市
内事業所）１人あたり月額２万
4,000 円、②重度障がい者（市外
事業所）１人あたり月額２万円、③
その他の障がい者（市内事業所）１
人あたり月額１万 2,000 円、④そ
の他の障がい者（市外事業所）１人
あたり月額8,000円
▽交付申請　国の助成金の支給満了
日の翌月の初日から起算して６カ月
以内、または平成 29年３月 31日
のいずれか早い日までに交付申請書
および必要書類を提出してくださ
い。
※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
■問商工政策課就労支援係（☎ 35・
1135、 ■Ｈ http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/sangyo/
josei/）

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。事前に電話で申し込んで
ください。
▽とき　７月６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）

2016年
岩木山フォトコンテスト
　自分だけの「岩木山」を撮って気
軽に応募してください。
▽条件　作品の中に岩木山が入って
いること
▽応募資格　プロ・アマ・国籍を問
いません。
▽応募規定　①サイズ＝ワイド四つ
切り（四つ切り可）かＡ４判のカラー
プリント／②自作、未発表作品で１
人２点まで／③写真のタイトル・撮
影日・撮影場所・住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・職業を記入した紙
を写真の裏面にはること
▽賞　グランプリ１作品、特選２作
品、陸奥新報社賞１作品、特別賞２
作品、入選８作品、佳作 10 作品、

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111
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休日在宅当番

▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。

耳鼻咽喉科・眼科
７／
10

ＥＳＴクリニック（福村）☎29・5500

24 宮園耳鼻科クリニック
（宮園５）

☎39・1133

歯　科
７／3 あべ歯科医院（青山３） ☎37・3737
10 代官町クリニック吉田歯

科（代官町）
☎38・4142

17 副島歯科医院（稔町） ☎38・7272
18 安原田中歯科医院（安原

３）
☎37・7311

24 第一ファミリー歯科（城
東中央３）

☎28・1888

31 山口歯科医院（茂森新町
１）

☎32・4182

内　科
７／3 関医院中津軽診療所（賀

田１）
☎82・3006

10 さがらクリニック（桔梗
野１）

☎37・2070

17 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

24 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
31 梅村医院（石渡１） ☎32・3593

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　地域を支える町会の活動や、転入者等に対する町会加入促進などの取り
組みについて紹介します。
○放送日　６月25日（土）、午前10時 15分～ 10時半
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

「町会ってなんだろう？～地域を支える底力～」

 その他
  

▲昨年のプログラム表紙デザイン


