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有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111

今月の市税などの納期
納  期  限  ９月 30 日

☆今月は第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替のご利用を。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が
　加算される場合があります。

市 ・ 県 民 税 第２期
国民健康保険料  第３期
介 護 保 険 料  第３期
後期高齢者医療保険料  第３期

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

白神山地ブナ林再生事業
＆自然観察会
　世界遺産「白神山地」のブナ林を
再生するため、緩衝地帯周辺の生育
不良杉林地の除伐や植樹などの作業
および原生ブナ林の観察会を行いま
す。
▽とき　９月 24 日・25 日（１泊
２日）
▽ところ　白神山地内奥赤石
▽対象　市民＝30人（先着順）
※未成年者は保護者の同意が必要。
▽参加料　500 円（傷害保険料を
含む）
▽持ち物　寝袋、食料など
※詳しくは問い合わせを。
▽申し込み方法　９月15日までに、
ファクスまたはＥメール（住所・氏
名・年齢・電話番号を記入）で、日
本山岳会青森支部（■Ｆ 44・7237、
■Ｅ h.susuta@gmail.com）へ。
■問日本山岳会青森支部（須々田さん、
☎44・7237）

自衛官募集

【防衛大学校（推薦）】
▽受付期間　９月５日～８日
▽試験日　９月24日・25日
【防衛大学校（総合選抜）】
▽受付期間　９月５日～８日
▽試験日　９月24日
【防衛大学校（一般前期）】
▽受付期間　９月５日～30日
▽試験日　11月５日・６日
【防衛医科大学校医学科学生】
▽受付期間　９月５日～30日
▽試験日　10月 29日・30日
【防衛医科大学校看護科学生（自衛
官候補看護学生）】
▽受付期間　９月５日～30日

▽試験日　10月 15日
～共通事項～
▽受験資格　高校卒業（見込みを含
む）21歳未満の人
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

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・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（有
料広告募集について）でご確認くだ
さい。
▽印刷予定枚数　約 21 万 8,000
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　10月 14日
■問資産税課（☎40・7027）

クマの被害に遭わないために

　クマは本来おく病でおとなしい動
物ですが、突然遭遇した場合などに
人を攻撃することがあります。被害
に遭わないために、次のことに注意
しましょう。
【クマに遭わないために】
○山に入るときは、クマよけの鈴や
ラジオなどを携帯する
○１人で山に入らない
○残飯や食べ物の容器などを野外に
置くと、クマをその場所に引き寄せ
る原因となるためきちんと処理する
○夕暮れや明け方はクマが活発に活
動するため、山に入らない

【クマに遭遇したら】
○後ずさりしながら静かに立ち去る
○大声を上げたり攻撃したりしない
○クマは逃げるものを追う習性があ
るため、背中を見せて走らない
○子グマの近くには親グマがいるこ
とが多いため、近寄らない
■問 農業政策課農産係（☎ 40・
7102）

「農作業従事者」を募集

　ＪＡつがる弘前およびＪＡ相馬村
では、りんごの生産に従事したい人
を募集します。
▽作業期間　９月から 11月の収穫
終了まで
▽作業時間　原則、午前８時～午後
５時（休憩含む。時間外勤務なし）
▽作業内容　りんご生産の農作業
▽対象　園地まで通勤可能で、はし
ごでの作業ができる人
▽賃金　園主との話し合いで決定
▽採用方法　面接による選考
■問ＪＡつがる弘前農作業従事者無料
職業紹介所（☎ 82・1052）、ＪＡ
相馬村農作業従事者無料職業紹介所
（☎84・3215）

ひろさき出愛サポート
センター９月休日出張登録会
　出会いのきっかけのひとつとし
て、会員登録をしてみませんか。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　９月11日（日）
　　　　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C
■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）

未来につなぐ相続登記

～相続登記はお済みですか～
　相続した不動産の相続登記は不動
産所在地を管轄する法務局に申請が
必要です。遺産分割の協議がまとま
りにくくなるなどのトラブルを未然
に防ぐためにも、早めに相続登記を
しましょう。なお、相談は無料です
が、予約が必要です。
▽相談予約先　青森県司法書士会
総合センター（☎フリーダイヤル
0120・940・230）、青森地方法
務局弘前支局（☎26・1150）
▽予約受付時間　平日の午前 10時
～午後４時

■問青森地方法務局総務課（☎青森
017・776・9011）

詩吟を始めませんか

▽とき　毎月第２・４土曜日、午後
１時半～３時半
▽ところ　城西老人福祉センター
（城西４丁目）
▽講師　今岳聡さん（弘前岳風会会
長）
▽対象　おおむね65歳以上の市民
▽参加料　無料
■問城西老人福祉センター（☎ 38・
0858、月曜日は休み）

「稲わら」を活用しませんか

　りんご園の敷きわらや、家庭菜園
などに使う稲わらを無料で提供する

「稲わらふりーでん」を、10 月中
旬から行います。希望する人には提
供場所の地図を送付します。
　申込時に、必要な稲わらの量をお
知らせください。
■問９月 16日までに、農業政策課農
産係（☎40・7102）へ。

 
教えて！たか丸くんクイズの答え

答えは、③の酒造工場だよ。明治・大正期に
建てられて、日本で初めて「シードル」を作っ
た工場でもあるんだ。この煉瓦倉庫をこれか
ら改修して、2020年をめどに、
美術館をメーンとした施設に生
まれ変わらせようとしているん
だ！オープンが楽しみだね !!
※質問は 13ページに掲載。

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

個別に運動相
談会

９月の毎週月曜日、①午後
１時～１時半、②午後１時
半～２時、③午後５時～５
時半、④午後５時半～６時

ウイング弘前
（青山５丁目）中学生以上 無料  ウイング弘前（☎ 38・

8131）

産後ママ＆ベ
ビーおんぶde
エクササイズ

９月８日・29日、午後２
時 15分～３時 15分

ウイング弘前
スタジオ（青
山５丁目）

生後６か月～２歳の乳
幼児と母親＝10組（先
着順）

１回 1,944 円、
２回 3,240 円

抱っこ紐の持参
を。

ウイング弘前（☎ 38・
8131）

姿勢調整ウオ
ーキング＆椅
子を使ったス
トレッチ教室

９月27日、10月４日・
12日、午後７時～９時

勤労青少年ホ
ーム（五十石
町）

市内に勤務または居住
する働く青少年（おお
むね35歳まで）＝ 15
人（先着順）

無料 室内用シューズ
の持参を。

９月 21日までに、勤労青
少年ホーム（☎ 34・
4361）へ。

プールで体力
づくり教室

９月28日～ 11月９日の
毎週水曜日（10月 12日
は除く）、午前 10時～ 11
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、
タオルの持参
を。

９月 15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）

手軽に楽しく
健康づくり教
室

10月４日～ 25日の毎週
火曜日、午後１時半～２時
半

ヒロロ（駅前
町）３階健康
ホール

市民＝20人 無料 室内用シューズ
の持参を。

９月 23日までに、弘前Ｂ
＆Ｇ海洋センター（〒
036・8057、八幡町１丁
目９の１）へ。（※１）

ヒロロ健康サ
ークル

10月４日・11日・18日・
25 日、午前 10時半～ 11
時 50 分（受け付けは午前
10時～）

毎週継続して参加でき
る40歳以上の市民＝
28人

無料 室内用シューズ
の持参を。

９月15日（必着）までに、
健康づくり推進課（〒
036・8711、野田２丁
目 ７ の １、 ☎ 37・
3750）へ。（※１）（※２）

ヒロロで脳ト
レ＆ミニバラ
ンスボール教
室

10月５日～26日の毎週水
曜日、午前 10 時半～ 11
時半

30人 無料 室内用シューズ
の持参を。

９月15日（必着）までに、
克雪トレーニングセンタ
ー（〒 036・8101、豊
田２丁目３の１、☎ 27・
3274）へ。（※１）（※２）

ヒロロ・フィ
ットネス・
ABC・サーク
ル

10月６日～ 12月 22日の
毎週木曜日（11月３日を
除く）、午前 10時半～ 11
時 50分（受け付けは午前
10時～）

毎週継続して参加でき
る40歳以上の市民＝
30人

無料 室内用シューズ
の持参を。

９月15日（必着）までに、
健康づくり推進課（〒
036・8711、野田２丁
目７の１、☎ 37・
3750）へ。（※１）（※２）

ヒロロからだ
スッキリ実践
講座３クール
目

10月 17日～ 12月 19日
の毎週月曜日、午前 10時
半～正午（受け付けは午前
10時～）

ひざ・腰・関節に痛み
や不安を感じる40歳
以上の市民＝ 50人

無料 室内用シューズ
の持参を。

９月７日～23日（必着）に、
健康づくり推進課（〒
036・8711、野田２丁
目７の１、☎ 37・
3750）へ。（※１）

お腹スッキ
リ！骨盤リセ
ット体操教室

10月４日～ 12月 20日の
毎週火曜日（10月 11日
を除く）

克雪トレーニ
ングセンター
（豊田２丁目）
会議室

10人 無料 室内用シューズ
の持参を。

９月15日（必着）までに、
克雪トレーニングセンタ
ー（〒 036・8101、豊
田２丁目３の１、☎ 27・
3274）へ。（※１）（※２）

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名を記入の上、各申込先まで申し込みを。応募多数の場合は抽選で決定。
※２…家族での参加ははがき１枚で応募可。
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


