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で、捕獲活動に対してのご理解とご
協力をお願いします。
■問農業政策課（☎40・7102）

「ミニセミナー」
「よろず相談会」
◎ミニセミナー
▽内容　経営者向け「効率のいいお
金の残し方」～やさしい決算書の活
用講座～…講師・黒瀧泰介さん（公
認会計士・税理士）／相続でもめな
いために…講師・笹晃説さん（弁護
士）
▽とき　５月 21 日（日）の午前
10 時～ 10 時 50 分、午前 11 時
～ 11時 50分
▽ところ　市民会館（下白銀町）第
一小会議室
▽定員　各30人（先着順）
◎無料よろず相談会
　どこに相談したらよいかわからな
い人にも、複数の専門家が合同で相
談に応じます。
▽とき　５月21日（日）、午後１時
～４時（受け付けは午後３時半まで）
▽ところ　市民会館（下白銀町）第
一、第二小会議室
▽相談員　弁護士、公証人、公認会
計士、税理士、司法書士、社会保険
労務士、行政書士、土地家屋調査士、
宅地建物取引士
～共通事項～
▽参加料　無料
■問ボランティアグループ「らの会」
（三上さん、☎ 38・1829）

河川防災情報が確認できます

  県河川砂防課では、これからの台
風シーズンに備えて、ご家庭のテレ
ビで河川の水位と雨量が確認できる
「河川防災情報」を提供しています。
　地上デジタル放送のデータ放送
で、河川の水位や雨量がリアルタイ
ムに確認できるようになっています
ので、ぜひご利用ください。
▽操作方法　①ＮＨＫ総合にチャン
ネルを合わせ、リモコンの「ｄボタ
ン」を押す／②トップメニューの「防
災・生活情報」を選び、決定ボタン
を押して「河川水位・雨量」を選択
※「ｄボタン」を押すと元に戻ります。
【インターネットでも確認できます】
　県のホームページ（「青森県河川

～５時／創業ワンポイントセミナー
…午後５時～６時
▽参加料　無料
▽申し込み方法　５月 10 日まで
に、県ホームページに掲載してい
る申込用紙に必要事項を記入の上、
ファクスかＥメールまたは電話で申
し込みを。
■問県商工労働部地域産業課創業支援
グループ（三浦さん、☎青森017・
734・9374、 ■Ｆ 017・734・
8107、 ■Ｅ chiikisangyo@pref.
aomori.lg.jp、 ■Ｈ http://www.
pref.aomori.lg.jp/sangyo/
shoko/H29sougyou.html）

サイクルトレインを使って
おでかけしませんか？
　弘南鉄道大鰐線では、電車内に自
転車を持ち込んで乗車することがで
きる「サイクルトレイン」を実施し
ています。
▽利用期間　5月 8日～ 11 月 30
日
※「さくらまつり」・「ねぷたまつり」
期間は利用不可。
▽利用時間　平日＝通勤通学時間帯
（午前６時～９時半前後、午後３時
～最終便）を除く時間帯／土・日曜
日、祝日＝すべての時間帯
▽利用料金　無料（１台に限る）
▽その他　自転車の積み込み場所は
後部車両のみ／３台以上のグループ
で利用する場合は、最寄駅に確認を
／自転車の積み下ろし、車両・ホー
ムの安全管理は自己責任でお願いし
ます。
■問弘南鉄道（☎44・3136）

ハンターの有害鳥獣駆除の
活動にご協力を
　農作物等に被害
を与える鳥獣を駆
除するハンターが
いることを知って
いますか？ハンタ
ーは、農作物等の被害を防ぐため、
必要な手続きをした上で、銃器やわ
なによる有害鳥獣の捕獲をしていま
す。市の有害鳥獣駆除に協力してい
るハンターは腕章を身に付けてお
り、事故を起こさないように細心の
注意を払って捕獲を行っていますの

会議室
▽対象　市民＝40人程度（先着順）
▽申し込み方法　５月９日までに、
メールかファクスで申し込みを。
【ホストさん大募集 !!】
▽募集期間　５月 15日～６月 15
日
▽申し込み方法　メールかファクス
または持参で申し込みを。
※詳しくはお問い合わせください。
■問観光政策課（旧上下水道部庁舎、
☎ 35・1128、■Ｆ 38・5867、■Ｅ
kankou@city.hirosaki.lg.jp）

平成29年工業統計調査

　６月１日現在で、全ての製造事業
所を対象に、工業の実態を明らかに
することを目的に実施します。調査
結果は、中小企業施策や地域振興な
ど、国および地域行政施策の基礎資
料として利活用されます。
　調査の実施に当たって、５月上旬
～６月中旬までに統計調査員が事業
所などを訪問しますので、ご協力を
お願いします。なお、一部の地域に
おいては、統計調査員として学生が
訪問しますので、ご協力をお願いし
ます。
※調査内容は統計作成の目的以外
（税の資料など）に使用することは
絶対にありません。
■問ひろさき未来戦略研究センター情
報分析・行革・連携担当（☎ 40・
7016）

キッズネットクラス

　「キッズネットクラス」は、未就
学児を持つ親が抱える不安の解消
や、親同士・地域住民との情報交換・
ネットワークづくりを目的として子
育てを支援する活動で、いろいろな
遊びや学びが体験できます。参加す
る人は午前９時 20分までに当日会
場へおいでください。また、ボラン
ティアスタッフも随時募集していま
す。
▽とき　５月９日、６月 13日、７
月 11 日、８月９日、９月 12 日、
10 月 10 日、11 月 14 日、12 月
５日、１月９日、２月 13日の午前
10時～ 11時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽対象　０歳～就学前の児童とその
保護者
▽参加料　無料（12 月と１月は
200 円程度の実費負担あり）
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

創業・起業支援制度
説明会・セミナー
　 「創業・起業したいが、どのよう
な支援制度があるのか」といった意
見に応えるため、説明会・セミナー
を開催します。創業・起業に興味が
ある人、検討している人、創業・起
業して間もない人など、気軽にご参
加ください。
▽とき　５月11日（木）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）４階市
民文化交流館ホール
▽内容　支援制度説明会…午後４時

市民ボランティアによる
パソコン講座
【インターネット講座】
▽とき　５月 31日・６月７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　インターネットの利用方法
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（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
■問５月 14日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800、
午前８時半～午後５時）へ。

イベント民泊講演会＆自宅
提供者（ホストさん）の募集
　市では、ねぷたまつり期間中に旅
行者が一般のお宅に宿泊できる「イ
ベント民泊」を実施します。
　これに伴い、講演会開催と、期間
中に自宅を提供できるホストさんの
募集を行います。
　県外の人と交流したい人、空き部
屋を活用したいと考えている人、ど
うぞこのチャンスの活用を。
【講演会「イベント民泊ってどんな
こと ??」】
▽とき　５月14日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）中

砂防情報提供システム」http://
www.pref.aomori.lg.jp/）では、
国・県・気象庁が観測している雨量・
河川水位・ダム情報等を確認できま
す。大雨の情報に十分注意し、早め
の情報収集、避難準備を心掛けま
しょう。
■問県土整備部河川砂防課企画・防災
グ ル ー プ（ ☎ 青 森 017・734・
9662）／中南地域県民局地域整備
部河川砂防施設課（☎34・1283）

夜間・休日納税相談のご利用を

　収納課では、日中や平日に納税相
談ができない人のために、夜間・休
日納税相談日を設けています。電話
での相談や、市税などの納付もでき
ます。
▽夜間納税相談　５月 15日～ 19
日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　５月 21 日・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） 

首都圏からの移住をサポート!!
首都圏同窓会（弘前東高校）
出席者募集
　ひろさき移住サポートセンター東
京事務所では、首都圏で開催される
弘前市内の高校の同窓会に伺い、職
員が弘前への移住などの取り組みに
ついて紹介します。
　今回は、弘前東高校同窓会関東支
部の同窓会に伺いますので、首都圏
に同校出身の知り合いがいる人は、
周知のご協力をお願いします。
▽とき　５月13日（土）
　　　　午後5時半～ 8時
▽ところ　アルカディア市ヶ谷（私
学会館、東京都千代田区九段北４丁
目２の25）
▽申し込み方法　５月３日までに、
電話かファクスで、氏名・連絡先を
お伝えください。（登録されている
同窓生には往復はがきで案内してい
ます）
■問首都圏からの移住に関すること…
ひろさき移住サポートセンター東京
事務所（☎東京03・6256・0801
／同窓会参加申し込み等に関するこ
と…弘前東高等学校同窓会事務局
（☎27・6487、■Ｆ 28・0624）

 その他
  

 

　転入者の増加時期である４月３日・４日の２日間、市役所１階ロビーで、
市民への町会活動周知と町会加入促進を目的とした啓発活動を、市と弘前
市町会連合会の協働で実施しました。
　キャンペーンでは、町会の活動について掲載したチラシなどを手渡して、
町会活動のPR および加入の呼びかけを行いました。
　なお、特色ある町会の活動情報等については、弘前市町会連合会公式
Facebook にも掲載していますので、併せてご覧ください。
■問い合わせ先　市民協働政策課（☎35・1664）

弘前市町会
連合会公式
Facebook 
QR コード

「春の町会加入促進キャンペーン」     
                               　を実施しました！
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