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ん、☎携帯090・9745・7957）

津軽の食と産業まつり
出展者募集
▽とき　10 月 14 日～ 16 日の午
前９時半～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ターおよびエントランス広場（豊田
２丁目、運動公園内）
▽出展料　１コマ＝１万8,000円
▽共益費　屋内（主に物販・企業Ｐ
Ｒなど）…１店舗＝ 5,000 円／屋
外テント村（主に飲食）…１店舗＝
１万円
※そのほか必要に応じて経費がかか
る場合があります。
■問７月 29日の正午までに、津軽の
食と産業まつり運営協議会事務局
（上鞘師町、弘前商工会議所内、☎
33・4111）へ。

市民参画センター
開館時間変更のお知らせ
▽変更期間　８月１日～４日
▽開館時間　午前９時～午後５時
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

小型移動式クレーン
運転技能講習
▽とき　８月24日～ 26日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝桝形運送（小
比内字福田萢）
▽対象　①申請時に求職中で、雇
用保険を受給している 35歳以上の
人（雇用保険の受給期間を終えてな
お求職中の人を含む）／②申請時に
失業中で、かつハローワークに登録
をして求職している 35歳以上の人
／③出稼労働者手帳を所持している
18歳以上の人
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円（ただし、資格所
持者は 6,760 円。いずれもテキス
ト代1,645円が別途必要）
※資格所持者…クレーン、移動式ク

レーン、デリック、揚貨装置の各運
転士免許証の所持者および床上操作
式クレーン、玉掛けの各技能講習修
了証の所持者
▽申込期間　８月３日～10日
▽申し込み手続き　印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証かハローワークカードまたは
出稼労働者手帳（有効期限内のも
の）、自動車運転免許証、前記資格
所持者は各免許証または修了証を持
参してください。なお、代理人によ
る申請はできません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎ 33・5657、午前
９時～午後５時）

津軽ひろさき検定

【第 10 回初級（おべさま検定）試験】
▽とき　９月11日（日）　
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽申込期間　７月31日まで
▽受験料　一般＝ 3,000 円、高
校生以下＝ 1,500 円／既合格者…
一般＝ 2,000 円、高校生以下＝ 
1,000 円
※第９回中級（おべ博士検定）試験
を 11月 13日に、第７回上級（お
べ仙人検定）試験を平成 29年３月
５日に実施予定。詳しくは問い合わ
せを。
■問弘前観光コンベンション協会（☎
35・3131）

アルバイトの労働条件を
確かめよう！
　厚生労働省では、全国の大学生な
どを対象に、アルバイトを始める前
に労働条件の確認を促すことを目的
とした「アルバイトの労働条件を確
かめよう！」キャンペーンを実施し
ています。
　キャンペーン中、青森労働局では、
総合労働相談コーナーに「若者相談
コーナー」を設置し、学生からの相
談に重点的に対応しており、大学な
どへの出張相談も行っています。
○電話相談…☎フリーダイヤル
0120・811・610（月・火・木・
金曜日…午後５時～ 10時／土・日
曜日…午前10時～午後５時）
○弘前総合労働相談コーナー（南富

かっこいい大人養成講座２

～登山囃子を覚えて
　　　　「お山参詣」に行こう！～
▽とき　①笛の演奏講座＝８月 17
日・20日・24日・27日／②お山
参詣の踊り講座＝８月28日
※時間はいずれも午後７時～９時。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階、①＝中会議室／②＝大
会議室
▽内容　登山囃子（ばやし）の笛の
演奏に必要な譜面の見方、良い音を
出すための姿勢などの基礎的な指導
から実際の演奏まで／お山参詣の踊
り方の指導、お山参詣の歴史や参加
方法、楽しみ方の解説
▽講師　①津軽笛地域づくり実行委
員会／②五十嵐清勇さん（伝統芸能
伝承師）
▽対象　①…ねぷた囃子を笛で演奏
したことのある人／②…お山参詣の
踊りに興味のある人（いずれも 18
歳以上）＝各40人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　登山囃子用の笛（６寸３
分）
■問８月 12 日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休館日）へ。

「かみどて朝市」出店者募集

　「えきどてプロムナード」（土手町）
で農産物や惣菜・喫茶・手作り品な
どを出品する出店者を募集していま
す。
▽とき　9月
までの毎週日
曜日、午前 6
時～ 8時半
▽ところ
えきどてプロムナード
▽出店料　１区画（間口３ｍ×奥行
き３ｍ）＝2,000円（１日）　
▽申 し 込 み 方 法　ホームペー
ジ（http://kamidote-asaichi.
com/） から申し込み用紙をダウン
ロードし、申し込みを。
■問かみどて朝市実行委員会（亀尾さ

教室名 とき ところ 対象・定員 参加料 備考 問い合わせ・申込先

①剣道暑中稽古 ７月26日～ 30日、午前６時
～８時

市民体育館（五十石
町）

幼児～一般＝
150人 無料 当日会場で受け付け。

用具は各自で準備を。市民体育館（☎ 36・2515）

②躰道暑中稽古 ７月27日～ 30日、午前６時
～７時半

弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（八幡町１丁目）

児童～一般＝
各 50人（先着
順） 無料

 

各開催日の前日までに、電話か窓口で、
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎ 33・
4545）へ。

③柔道暑中稽古 ７月27日～ 31日、午前６時
～７時半  

④少年少女バレー
ボール教室

７月30日・31日の午前 10
時～正午

小学校４年生～
中学生＝50人
（先着順）

 

⑤夜のカヌー教室

子ども・親子の部＝７月 20日・
23日・27日・30日／大人の
部＝８月 10日・20日
※時間はいずれも午後６時～７
時半

城北ファミリープー
ル（八幡町１丁目）

小学校１年生～
一般＝各回 10
人（先着順）

１回 400円
（傷害保険料
を含む）

 

⑥ソフトバレーボ
ール体験教室

８月16日～ 30日の毎週火曜
日、午前 10時～ 11時半 金属町体育センター 市民＝ 12人 無料 室内用シューズの持

参を。

８月８日（必着）までに、金属町体育
センター（〒 036・8245、金属町１
の９、☎ 87・2482）へ。（※１）（※２）

⑦気軽にスポーツ
体験教室

８月15日～ 29日の毎週月曜
日、午前 10時半～正午

河西体育センター（石
渡１丁目） 市民＝ 15人 無料 室内用シューズの持

参を。

８月２日（必着）までに、金属町体育
センター（〒 036・8245、金属町１
の９、☎ 87・2482）へ。（※１）（※２）

⑧中学生武道教室
（弓道）

７月23日～８月 20日の毎週
土曜日、午前 10時～正午 市立弓道場（笹森町）中学生＝５人程度（先着順）

150円（保
険料として） ７月22日までに、電話で、弘前弓道会（成

田さん、☎携帯090・5231・9562）へ。

⑨夏休み水泳教室

①７月24～ 26日、②７月
27日～ 29日、③７月 31日
～８月２日、④８月３日～５日/
第１部＝午前９時～ 10時、第
２部＝午前 10時～ 11時

ウイング弘前（青山
５丁目）

３歳～小学生
で、初めて参加
する人

1,080 円
水着、キャップ、ゴ
ーグル、バスタオル
の持参を。

電話で、ウイング弘前（☎ 38・8131）
へ。

⑩ノルディックウ
オーキング教室

８月２日～11月 15日の毎週
火曜日、午前 10時～ 11時半

集合＝岩木川市民ゴ
ルフ場管理棟（清野
袋２丁目）前

市民＝10人（先
着順）

１日 200円
（保険料を含
む）

帽子、リュック、薄
手の手袋の持参を。

各開催日の前日までに、電話かファク
ス（名前・性別・連絡先・ポールの有
無を記入）で、岩木川市民ゴルフ場（☎
兼■Ｆ36・7855）へ。

⑪小学生水泳教室 ８月18日～９月 15日の毎週木曜日、午後４時半～５時半
河西体育センター（石
渡１丁目） 小学生＝ 20人 無料  

７月 30日（必着）までに、岩木Ｂ＆
Ｇ海洋センター（〒 036・1332、兼
平字猿沢 32の 11、☎ 82・5700）へ。
（※１）（※２）

⑫プールで体力づ
くり教室

８月19日～９月 30日の毎週
金曜日（９月 23日を除く）、
午後１時～２時

温水プール石川（小
金崎字村元） 市民＝ 20人 無料 水着、水泳帽、バス

タオルの持参を。

８月３日（必着）までに、河西体育セ
ンター（〒 036・8316、石渡１丁目
19の１、☎ 38・3200）へ。（※１）（※
２）

⑬子ども日本舞踊
教室 ７月～平成29年１月（月２回）

大津医院（山王町）
または泉野多目的コ
ミュニティ施設（泉
野３丁目）

３歳～高校生
（保護者の参加
も可）

無料
場所は選択可。浴衣・
帯は無料で貸し出し
ます。詳しい日程は
問い合わせを。

弘前市日本舞踊教室弘扇会（西川さん、
☎携帯090・3365・3628）

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・電話番号・教室名（⑪は生年月日・保護者氏名も）を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※2…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。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。

各種スポーツ・体操教室

田町、弘前労働基準監督署内）…平
日の午前９時～午後５時15分
■問青森労働局雇用環境・均等室（☎
青森017・734・4211）

バス車内事故防止
についてのお願い
　走行中に席を離れると、転倒など
思わぬけがをする場合があるため、
降車時は、バスが停留所に着いて扉
が開いてから席を立ってください。
安全運転に徹しているバスでも、や
むを得ず急ブレーキをかける場合が
あるため、乗車中に立っている場合
は、つり革や握り棒にしっかりつか
まってください。バスの車内事故防
止のため、皆さんのご理解とご協力

をお願いします。
■問青森県バス協会（☎青森 017・
739・0571）

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。体のことな
どで気になる人はご相談ください。
また、ヒロロ（駅前町）３階健康広
場のセルフチェックコーナーでの計
測結果について、専門的なアドバイ
スを希望する人も気軽にご相談くだ
さい。
▽とき　８月６日・20日
　　　　午後１時～４時
▽ところ　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）

法人の設立・異動の届出を
お忘れなく
　市内に法人を設立・設置した場合
や名称・所在地等が変更となった場
合、解散・清算した場合は、市およ
び県にそれぞれ届出が必要です（一
部法人を除く）。
※届出用紙は市や県のホームページ
からダウンロードできます。詳細に
ついては、お問い合わせください。
■問市民税課諸税係（☎ 35・1117）
または中南地域県民局県税部課税第
一課（☎32・1131、内線 278）

 その他
  


