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で、ぜひ参加ください。
▽とき　６月29日（木）
　　　　午前10時～午後５時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　市内企業＝20社（先着順、
１社２人まで）
▽参加料　無料
■問６月26日までに、商工政策課（茂
森町、旧上下水道部庁舎２階、☎
35・1135）へ。

カルチュアロード
出展申込書を配布します
　９月 17日（日）に土手町通りで
開催予定の「カルチュアロード」の
出店申込書を配布します。
▽とき　６月15日～７月 20日
▽配布場所　カルチュアロード実行
委員会事務局（土手町、ひろやど倶
楽部内）
▽対象　展示や実演、文化活動の発
表などを希望する個人や団体（営利
目的のみの出展は不可）
▽申込期限　７月20日
■問カルチュアロード実行委員会事務
局（☎34・2657、■Ｆ 34・2714、土・
日曜日、祝日は休み）

首都圏からの移住をサポート

～首都圏同窓会・ふるさと会出席者
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
る以下の会に参加し、弘前への移住
などの取り組みを紹介します。
　首都圏に同校・地区出身の知り合
いがいる人は、周知のご協力をお願
いします。
【弘前南高等学校関東支部同窓会】
▽とき　７月１日（土）
　　　　午後５時～７時半
▽ところ　アルカディア市ヶ谷（東
京都千代田区九段北）私学会館
▽申込期限　６月24日
■問弘前南高等学校同窓会事務局

（佐藤さん、☎携帯 090・4845・
0920）
【東京目屋会（総会・懇親会）】
▽とき　７月２日（日）
　　　　午前11時半～午後２時半
▽ところ　レストラン・グリーン
パーク（東京都台東区上野公園）
▽申込期限　６月28日
■問東京目屋会事務局（山田さん、☎
取手0297・73・3164）

身体障害者巡回診査

　身体障がい者の手帳交付や再認定
を受けようとする人などの診査と更
生相談を無料で行います。該当する
人は受診をお願いします。なお、当
日の診査のみでは判定できない場合
もあります。
▽とき　７月３日（月）、午前９時
半～正午（受け付けは午前９時～
11時）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽実施科目　整形外科（肢体不自由）
▽対象　身体障害者手帳の交付また
は再認定を受けようとする人／補装
具の交付を受けようとするために判
定が必要な人／障がいの程度に変更
があると思われる人／身体障がい者
で、生活、医療、施設入所などの相
談を希望する人
▽持ち物　身体障害者手帳（所持者
のみ）、印鑑、マイナンバーがわか
るもの
※身体障害者手帳の交付（再交付）
を申請する人は、顔写真（縦４㎝×
横３㎝）１枚が必要です。
■問福祉政策課（市役所新館３階、
☎40・7036）
※身体障害者手帳の障がい程度の再
認定が必要な人は、指定医師のいる
医療機関でも再認定診断書が作成で
きます（有料）。

国家公務員（税務職員）募集

▽受験資格　①高校卒業見込みの人
および高校卒業後３年を経過してい
ない人、②人事院が①に掲げる人と
同等の資格があると認める人
▽第１次試験日　９月３日（日）
▽申し込み方法　６月 19日～ 28
日に、国家公務員情報NAVI（申込
専用アドレス http://www.jinji.

津軽凧（だこ）の絵付け体験教室

▽とき　８月17日（木）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　小学生＝ 20人程度（小学
校３年生以下は保護者同伴）
▽参加料　700円
▽申し込み方法　７月 21日（当日
消印有効）までに、はがきかEメー
ル（郵便番号・住所・氏名・学年・
年齢・保護者氏名・連絡先を記入）
で、津軽広域連合「津軽凧の絵付
け」体験教室係（〒 036・8003、
駅 前 町 ９ の 20、 ■Ｅ rengou@
tsugarukoiki.jp）へ。
▽その他　１回の応募で小学生２人
まで申し込みできます。応募多数の
場合は抽選で決定し、参加決定者に
のみ７月 28日に参加決定通知書を
発送します。
■問津軽広域連合（☎31・1201）

あおもり働き方改革推進
企業認証制度
　県では、労働者の働きやすい環境
を整備し、男女共同参画社会づくり
および少子化対策の推進を目指す企
業を認証します。詳しくは、県のホー
ムページをご覧ください。
■問 県健康福祉部こどもみらい
課（ ☎ 青 森 017・734・9301、
■Ｈ http://www.pref.aomori.
lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/
hatarakikata-ninsyo.html）

BCP（事業継続計画）策定
ワークショップ
　企業活動を行う上で、自然災害な
どの予期せぬ緊急事態に遭遇した際
に、被害を最小限に抑え、事業を中
断させず、迅速に復旧させる戦略的
な行動計画の策定が重要です。
　ひろさき地方創生パートナー企業
の東京海上日動火災保険と協力の
下、ワークショップを実施し、事業
継続計画の策定を支援します。参加
企業は個別支援を受けられますの

go.jp/saiyo/saiyo.htm） で申し
込みを。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、ご連絡ください。
■問仙台国税局人事第二課試験研修係
（☎仙台 022・263・1111、内線
3236）／人事院東北事務局（☎仙
台022・221・2022）

プラネタリウムに絵を飾ろう!!
　８月のスターウィーク（星空に親
しむ週間）にちなみ、７月 22日～
８月 21日に弘前文化センター（下
白銀町）プラネタリウム展示ロビー
で絵画展を開催します。開催に先駆
けて、展示する作品を募集します。
▽テーマ　「たのしいうちゅうりょ
こう」「おもしろい星座みつけたよ」
▽対象　就学前の幼児
▽応募規定　①紙質＝画用紙、サイ
ズ＝八つ切り／②着色＝蛍光ペン、
色鉛筆は使用不可／③自作、未発表
の作品で１人１点／④２つのテーマ
の中から１つ選んで描く／⑤作品の
タイトルを作品中に入れない
▽応募方法　作品の裏面に選んだ
テーマ・タイトル、住所、氏名、年
齢、幼稚園または保育園名、電話番
号、作品返却希望の有無を記入し、
折り曲げずに郵送または持参を。
▽応募締め切り　７月５日（必着）
▽選考・発表　絵画展開催期間中の
プラネタリウム観覧者の投票によ
り、優秀作品３点を決定し、プラネ
タリウム掲示板および同館ホーム
ページで発表
▽表彰　入賞者に賞状と副賞を贈呈
▽作品の返却　優秀作品を除く作品
は、９月９日までに返却（優秀作品
は９月９日までプラネタリウム展示
ロビーで展示）
■問中央公民館（〒036・8356、下
白銀町19 の４、弘前文化センター
内、☎33・6561、火曜日は休み）

６月は土砂災害防止月間

　土砂災害から身を守るためには、
日ごろの備えと早めの避難が必要で
す。土砂災害は、台風などの大雨の
時期に特に多く発生します。身の危
険や周囲に異変を感じたら、ただち
に避難するとともに、市役所などへ
連絡しましょう。土砂災害警戒情報

や土砂災害警戒区域等マップなど、
土砂災害に関する情報は、県ホーム
ページから「防災情報（砂防）」で
検索するとご覧になれます。　また、
地震・水害・土砂災害の危険度や被
害想定などを小学校区ごとにまとめ
た地区別防災カルテを配布していま
す。お住まいの地域や職場などで、
どのような自然災害の危険性がある
のかを知る目安となりますので、備
えや対策について考える際に活用く
ださい。
※想定は、実際の災害を確約するも
のではありません。
■問 防 災 安 全 課（ ☎ 40・
7100、 ■Ｈ http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/kurashi/
kinkyu/2014-1205-1418-
19.html）、県県土整備部河川砂
防課砂防グループ（☎青森 017・
734・9670、 ■Ｈ http://www.
pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/
H29doshagekkan.html）

市立博物館後援会会員募集
▽年会費　普通会員＝ 3,000 円、
特別会員＝１万円（個人）、３万円 
（団体）
▽優待特典　普通会員＝観覧料無料
／特別会員＝観覧料無料・刊行物の
無料配布（他に視察研修などの行事
があります。）
※随時入会を受け付けていますの
で、詳しくは問い合わせを。
■問博物館後援会事務局（博物館内、
☎35・0700）

自動車税の納付はお早めに

　県では、６月上旬に自動車税の納
税通知書を送付しています。本年度
の自動車税の納期限は６月30日で
す。早めにコンビニエンスストアや
金融機関または県税部で納めてく
ださい。
▽納税義務者　県内に主たる定置
場がある自動車の４月１日現在に
おける自動車登録上の所有者（割賦
販売などで自動車販売店が所有権
を留保している場合は、自動車の使
用者）
▽納付場所　コンビニエンススト
ア、銀行・信用金庫・信用組合・農
協などの本支店、郵便局

※納期限を過ぎると、コンビニエン
スストアで納付できない場合があ
ります。
※口座振替を利用している人は、納
期限の日が振替日です。また、専用
サイト「Yahoo! 公金支払い」から、
納税通知書に記載のある「納付番
号」および「確認番号」やクレジッ
トカードの番号などを入力して手
続きをすることで、クレジットカー
ドで自動車税を納付できます（手数
料は324円）。
▽その他　納税通知書には、納付後
の納税証明書が添付されており、自
動車の継続検査（車検）の際に使用
できますので、大切に保管してくだ
さい。詳細や不明な点、納税通知書
が届かない場合などについては問
い合わせを。
※東日本大震災により滅失または
損壊した自動車の代替取得自動車
については、自動車取得税・自動車
税が非課税となる場合があります。
■問中南地域県民局県税部納税管理
課（蔵主町、弘前合同庁舎内、☎
32・1131、内線 233・333）

戦没者遺児の皆さんへ

　日本遺族会では、先の大戦で父な
どを亡くした遺児を対象に、父など
が戦没した旧戦域（東南アジア・中
国など）を訪れて慰霊追悼を行うと
ともに、現地の人との友好親善を深
めることを目的に、「戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業」を実施して
おり、参加者を募集しています。詳
しい日程や訪問地、申し込み方法に
ついては問い合わせを。
■問日本遺族会（☎東京03・3261・
5521）

 その他
  

お詫びと訂正

　広報ひろさき６月１日号の７ペー
ジ「平成 28年度　歳入歳出予算の
執行状況」内、上下水道部の電話番
号が「☎ 36・8100」とあるのは、
「☎55・9660」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎
35・1194）
　


