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　市立博物館が所蔵している約 4,000 年前の
縄文時代の猪形土製品は、国の重要文化財に指
定されるとともに、そのかわいらしい姿から、
愛称を「いのっち」と呼ばれ、親しまれてきま
した。
　昨年度には、マスコットキャラクターもデ
ビューし、館内各所や小・中学生用チラシで大
活躍中です。
　そこで、お菓子やグッズなどへの活用を図り
たいと考えていますので、デザインの使用を希
望する人は、市立博物館に問い合わせください。
■問市立博物館（下白銀町、☎35・0700）

　「いのっち」を活用しませんか

これまでもブローチや
クリアファイルに活用
されているよ！
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す。講座受講の場合はいずれかの日
にぜひ参加ください。
▽とき　①８月 27 日（土）、午後
１時～２時／②８月 31 日（水）、
午後６時半～７時半
▽ところ　①土手町コミュニティ
パーク多目的ホール／②ヒロロ（駅
前町）３階多世代交流室２
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
▽申込締め切り　開催日前日
【全６回講座】
▽日程と内容　①９月 14日、②９
月 28 日、③ 10 月 12 日、④ 10
月 26日、⑤ 11 月９日、⑥ 11 月
19 日、午後６時半～８時半（⑥の
み午後４時～５時半）
※⑥の終了後、パーティーを開催。
▽ところ　①～⑤＝ヒロロ３階多世
代交流室２／⑥＝ café bar aj（百
石町）
▽内容　「本質を捉えるトーク」で
相手の心をグッと引き寄せよう！／
あなたに似合う「色」と「着こなし」
伝授します ほか
▽対象　原則６回すべてに参加でき
る市内在住または市内に勤務する
20 代～ 30 代の独身の人＝（応募
多数の場合は抽選）
▽参加料　各300円（当日徴収）
※パーティーに参加する場合は別途
参加料（4,500円）が必要
▽申込締め切り　９月６日（必着）
～共通事項～
▽申し込み方法　電話またはＥメー

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　８月20日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室２
▽テーマ　「ひとり親家庭の子ども
達の学力向上のために～子ども達が
楽しく学べる居場所づくり～」
▽講師　引間由実子さん（弘前市母
子寡婦福祉会会長）、山口夏輝さん
（弘前大学 teens ＆ law）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎ 38・5595）

夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜間納税相談　８月 22 日～ 26
日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　８月 28日の午前
９時～午後４時
■問収納課（市役所新庁舎２階、☎
40・7032、40・7033）

不法就労防止にご協力を

　不法就労は法律で禁止されていま
す。不法就労した外国人だけではな
く、不法就労させた事業主も処罰の
対象となります。　
　外国人を雇用しているまたは雇用
しようとする場合は、在留カードを
必ず確認してください。在留カード
の記載内容がわからない場合や就労
しようとする外国人が在留カードを
所持していない場合は、気軽にお問
い合わせください。
■問仙台入国管理局（☎仙台 022・
256・6076／仙台入国管理局青森
出張所☎青森017・777・2939）

「ひろさき恋活カレッジ
恋するガッコウ」 参加者募集
　結婚を希望する若者の魅力向上を
図るため開催します。
【キックオフイベント】
　恋活カレッジの内容を紹介しま

棟（☎ 36・3388、受付時間は午
前９時～午後４時、月曜日は休み）

カウンセリング・ワーク
ショップ～話してみよう～
　カウンセリングや相談活動に関わ
る基礎的な内容を中心に、話し合い
を通じて学び合う場です。
▽とき　９月３日（土）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）
▽定員　市民＝20人
▽参加料　1,000 円（昼食・茶菓
代として）
■問８月 31 日までに、弘前カウン
セリング研究会（土田さん、☎兼
■Ｆ 87・4072 または桜庭さん、☎
33・2435）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【デジタルカメラ画像入門講座】
▽とき　９月２日・９日の午前 10
時～午後３時
※２日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　デジタルカメラで撮影した
画像の取り込み、保存整理の仕方、
活用方法など
▽対象　文字入力およびキーボード
･ マウスの操作ができる市民＝ 30
人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、デジタルカメ
ラのメモリーカード、カードリー
ダー（デジタルカメラのメモリー
カードに対応するもの）、USB メ
モリ、CD-R または DVD-R １枚、
昼食
■問８月 14日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800、
受付時間は午前８時半～午後５時）
へ。

行政書士弘前コスモス会
による無料相談会
　相続・遺言を中心とした相談会で

す。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　８月９日（火）
　　　　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２
■問弘前コスモス会ふたば行政書士事
務所（二葉さん、☎88・8781）

司法書士の日
相続登記無料相談会
▽とき　８月11日（木・祝）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室Ｂ・Ｃ
▽相談料　無料
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

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
　また、同日は園内の一部を一方通
行とする交通規制を行います。車で
来園する場合はご注意ください。
※詳しくは園内設置の案内看板また
は市ホームページをご覧ください。
■問環境管理課弘前霊園担当（☎
40・7035）／墓地公園管理事務
所（☎88・3553）

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
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）

笑う健康体操教室

　笑いで健康になりましょう！
▽とき　８月 18 日・25 日、午前
10時～ 11時半
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽対象　市民＝15人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル
■問直接または電話で、８月５日～
13 日に、清水交流センター ( ☎
87・6611) へ。
※月曜日と祝日の翌日は休館日。

アイロンビーズ体験教室

▽とき　８月 20 日（土）、午前９
時～11時半
▽ところ　裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）体験学習室
▽内容　カラフルなアイロンビーズ
を使った作品制作
▽対象　市民＝10人（先着順）
▽参加料　1,000円（材料費含む）
▽講師　工藤千誉子さん
■問 8月 18日までに、裾野地区体育
文化交流センター（☎99・7072〈午
前９時～午後８時〉、月曜日は休館
日）へ。

藍染め体験教室

　津軽地方の伝統工芸、藍染めを体
験できます。環境にやさしい染めの
技法でお気に入りの布製品をオリジ
ナルにリメイクしてみませんか。
▽日程と内容　染めの技法＝８月
20 日（土）、午前９時半～午後０
時半／布製品の染色＝８月 27 日
（土）午前９時半～正午
※両日への参加が必要。
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽対象　小学５年生以上＝20人
▽参加料　無料
▽講師　斉藤サツ子さん（青森県環
境パートナーシップセンター会員）
▽持ち物　ハンカチ、バッグなど、
藍で模様を入れたい木綿製品１つ
▽受け付け開始　８月５日（金）
※作業がしやすく、汚れても構わな
い服装でお越しください。
■問弘前地区環境整備センタープラザ

ルで、住所・氏名・電話番号・年齢・
勤務先をお知ら
せください。
■問たびすけ（西
谷 さ ん、 ☎ 
55・0268、
土・ 日 曜 日、
祝日を除く、
午前 10 時～
午 後 ５ 時、 
■Ｅ i n f o @
tabisuke-
hirosaki .
jp）

介護職員初任者研修受講者募集

　短期間（約１カ月）での資格取得
が可能です。
▽とき　９月12日～ 10月 20日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽対象　①および②に該当する人
①市内に住所を有し、失業中かつ求
職中の女性または 40歳未満の男性
／②現在、雇用保険受給中か、ハロー
ワークに登録をして求職活動をして
いる人
▽定員　10人
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み期限　８月31日まで
※申し込みに必要な書類など、詳し
くは問い合わせを。
■問商工政策課（☎35・1135）

 その他
 


