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※公証事務に関する相談は無料で
行っていますので、ご相談ください。
■問弘前公証役場（公証人・藤部さん、
新町176の３、☎ 34・3084）

危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　11 月５日・12 日（両日
受験可）
▽ところ　弘前東高等学校（川先４
丁目）
▽種類　甲種（受験資格あり）／乙
種（第１類～第６類）／丙種
※乙種・丙種は受験資格なし。
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種
＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　９月 21日～ 10月６
日（インターネットによる電子申請
は９月18日～ 10月３日）
※電子申請は消防試験研究セン
ターホームページ（http://www.
shoubo-shiken.or.jp）から。
▽願書配付先　消防本部予防課（本
町、☎ 32・5104）／最寄りの消
防署・分署
【事前講習会】
▽と き　10 月 27 日・28 日（２
日間）の午前９時半～午後４時半
▽ところ　消防本部３階大会議室
※車での来庁はできませんので、最
寄りの駐車場をご利用ください。
▽対象　乙種第４類の受験者のうち
受講を希望する人
▽受講料など　受講料＝ 4,500 円
（弘前地区消防防災協会加入事業所
は2,000円）／テキスト代＝1,600
円（いずれも講習初日に徴収）
▽申し込み先　９月 21日～ 10月
19日の午前８時半～午後５時（予
防課での受け付けは平日のみ）に、
消防本部予防課／最寄りの消防署・
分署へ。

「県民グランプリ」募集

　青森県社会奉仕振興会は、心身と
もに健康で明るく生き生きと暮らし
ている健康家族を推進し、住みよい
地域社会の実現を目指しています。
その実現のため、各地域で地道に暮
らしている人たちにスポットをあ
て、人生の目標となる身近な人を発
掘し、表彰します。

　広く県民に感動や勇気を与え、他
の推薦が得られる個人、家族を募集
します。
■問９月 30 日までに、郵送かファ
クスで、青森県社会奉仕振興会
（〒 030・0957、青森市蛍沢 4丁
目６の 12、田澤さん、☎兼■Ｆ青森
017・743・4107）へ。

弘大附属小学校の児童募集

▽募集人員　107 人（附属幼稚園
からの進学者を含む）
▽資格　
①平成 22 年４月２日～ 平成 23
年４月１日生まれ
②原則として保護者と同居している
こと
③通学時間が片道およそ１時間以内
であること（青森市からの通学は浪
岡地区のみ可）
▽応募書類の交付・受け付け　
○交付＝９月23日～ 10月 19日
○受付＝ 10 月 24 日～ 11 月４日
（郵送不可）
※時間はいずれも午前９時～午後４
時（土・日曜日、祝日を除く）。
▽選考日程　選考日＝ 12月 10日
／合格者発表＝12月 14日
■問弘前大学教育学部附属小学校（学
園町、☎32・7202）

お金や暮らしに関する相談会

　専門スタッフと弁護士が、一緒に
解決の糸口を見つけます。
▽とき　10月１日（土）
　　　　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）
▽相談料　無料
※事前の予約が必要。
■問消費者信用生活協同組合青森相談
事務所（☎フリーダイヤル 0120・
102・143）

青森県営農大学校
平成29年度学生募集
　青森県営農大学校は、農業経営者
を養成する県立の大学校です。この
たび、平成 29年度の入校生を募集
します。
▽募集課程と定員　畑作園芸・果樹・
畜産課程の３課合わせて 70人（推

薦は定員の３分の２以内）
▽修業期間　２カ年（全寮制）
▽募集期間・試験日程
①推薦選考　出願受付＝ 10月５日
～ 19 日／選考日＝ 11 月 11 日／
合格発表＝11月 21日
②一般募集　出願受付＝ 11月 29
日～ 12 月 13 日／試験日＝平成
29年１月 20日／合格発表＝平成
29年１月 30日
③二次募集（定員に満たない場合
に実施）　出願受付＝平成 29年１
月 31日～２月７日／試験日＝平成
29年２月 17日／合格発表＝平成
29年２月 27日
※詳しくはホームページ（http://
www.applenet.jp/~einou/） を
ご覧ください。
▽願書請求　封筒に「願書請求」と
朱書きし、宛先を記入した角形２号
封筒（205円切手貼付）を同封し、
請求を。
■問青森県営農大学校教務研修課
（〒 039・2598、上北郡七戸町字
大沢 48の８、☎七戸 0176・62・
3111）

10月１日からＢ型肝炎
ワクチンが定期予防接種
に追加されます
▽接種対象　平成 28年４月１日以
後に生まれた人で、生後２か月から
満１歳の誕生日の前日まで。
※母子感染予防のため、健康保険の
給付によりワクチンの全部または一
部を受けた人は対象外。
▽接種方法　１回目接種後 27 日
以上の間隔をおいて２回目を接種。
その後１回目から 139 日（20週）
以上の間隔をおいて３回目を接種。
※４月１日以後に生まれた人で、
10月１日以前に任意でＢ型肝炎ワ
クチンの接種を受けた人は、３回の
うちの残りの回数分を定期接種とし
て受けることができます。
▽その他　対象の人には個別に通知
します。なお、接種対象期間から外
れると有料になりますのでご注意く
ださい。特に、平成 28年４月から
７月に生まれた人は接種期間が短い
ので、体調をみながら計画的に接種
しましょう。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、10月７日（必着）まで
に金属町体育センター（〒 036・
8245、金属町１の９）へ。
※家族での参加ははがき 1枚で応
募可。応募多数の場合は抽選で決定。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

聞いてみよう世界の暮らし

『日本人に大人気！住んでみたいマ
レーシアの日常』
　９年連続住みたい国第１位に選ば
れているマレーシア。その魅力や日
常を日本語で紹介します。
▽とき　10月 16日（日）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽講師　ムハマド タキユディン ビ
ン モハマド タジュディンさん（弘
前大学留学生）
▽定員　40人（先着順）
▽参加料　無料
■問 10 月 13日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

家庭でできる看護ケア教室

▽とき　10月 28日（金）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前大学医学部附属病院
（本町）看護部研修室
▽テーマ　「今すぐできる脳卒中予
防！～まずは血圧測定から始めよう
～」
▽対象　市民＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み期間　10 月３日～ 24
日（土・日曜日、祝日を除く、午前
８時半～午後５時）
■問弘前大学医学部附属病院総合患者
支援センター（木村さん、☎ 39・
5337）

幼児体操教室

▽とき　11 月１日～ 12 月 20 日
の毎週火曜日、午後３時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール

▽内容　マット運動、平均台、跳び
箱、トランポビクス、鉄棒、ボール
を使用した体力づくり
▽対象　４歳～６歳（就学前）＝
15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・
生年月日、教室名を記入し、10
月２日（必着）までに市民体育館
（〒036・8362、五十石町７）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問市民体育館（☎36・2515）

弘前・白神アップルマラソン
開催に伴う交通規制
　10月２日（日）に、「第14回弘
前・白神アップルマラソン」が開催
されます。当日は、コース上交通規
制（スタート付近は午前８時半～午
後３時）を実施しますので、ご理解
とご協力をお願いします。
　詳細については問い合わせるか、
ホームページをご覧ください。
▽コース　消防本部南側～城西大橋
～茜橋～五代～兼平～如来瀬～西目
屋村白神館前
■問弘前・白神アップルマラソン実行
委員会事務局（克雪トレーニングセ
ンター内、☎88・8399、■Ｈ http://
www.applemarathon.jp/）

10月１日～７日は「公証週間」

　公証人は、国の一機関として、地
域住民の財産や生活を守り、トラブ
ルを未然に防ぐために次の業務をし
ています。
○公正証書で契約書を作り、大切な
財産を守ります／公正証書で遺言を
作り、大切な人に遺産を譲ります／
公正証書で養育費の給付契約書を作
り、子どもの将来を守ります／任意
後見契約書を作り、老後の安心を確
保します／定款認証で適法な会社を
設立します
　手数料は法令により定められてい
ますので、安心して利用ができます。

かっこいい大人養成講座４

【写 真 で つ な が る フ ォ ト ワ ー ク
ショップ＠弘前城植物園】
　何が見つかるか
な？カメラで植物園
をのぞいてみよう！
▽とき　10月15日
（土）、午前９時半～
正午（受け付けは午前９時～）
▽ところ　弘前城植物園（集合＝弘
前文化センター＜下白銀町＞玄関
ホール）
▽内容　園内での散策と写真撮影、
写真にコメントをつけての発表会
※雨天時は室内で行うプログラムに
変更。
▽講師　谷口哲郎さん（谷口 ESD
環境教育事務所）
▽対象　市内に在住または勤務する
18歳～ 50歳＝ 20人（先着順）
※親子で参加の場合は、申し込み時
にお知らせください。
▽参加料　無料
▽持ち物　スマートフォンやデジタ
ルカメラなど（撮影した写真がデー
タとしてすぐ見られるもの）、筆記
用具、メモ帳、帽子、雨具
▽申し込み方法　10 月 14 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール
（住所＜町名まで＞・氏名＜ふりが
な＞・年齢・性別・電話番号を記入）
で申し込みください。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

～認知症の予防をしよう！～
☆楽しく健康教室☆
▽と き　10 月 15 日～ 12 月 24
日の毎週土曜日、午前 10 時半～
11時半（12月 10日を除く）
▽ところ　金属町体育センター集会
室
▽内容　ストレッチと軽いリズム体
操、遊びを取り入れたゲーム（脳ト
レ）など
▽対象　市民＝12人程度
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ

 その他
  


