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▽講師　当館学芸員
▽聴講料　無料
※事前の申し込みは不要。
【親子鑑賞会】　
　市内の小・中学校に通う児童・生徒と、一緒に来館し
た保護者も無料。
▽とき　期間中の毎週土曜日、9時半～正午
【親子鑑賞会作品解説】
▽とき　期間中の毎週土曜日、午前11時～
▽内容　親子鑑賞会に来館した親子を対象に、子ども向
けの作品解説をします。
▽講師　当館学芸員
▽聴講料　無料（観覧料は必要です）
※事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
■問市立博物館（☎35・0700）

　代表作である「ふしぎなえ」や「旅の絵本」シリーズを
はじめ、「昔咄（ばなし）きりがみ桃太郎」など数ある作
品の中から130点を展示します。
▽開催期間　７月23日～９月３日
▽観覧時間　午前９時半～午後４時半
▽観覧料　一般800（600）円、高校・大学生400（300）
円、小・中学生200（100）円
※（　）内は 20 人以上の団体料金。65 歳以上の市民、
市内の小・中学生や外国人留学生、市内外の障がい者、ひ
ろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。住所や
年齢を証明できるものの提示を。
【開会式】
▽とき　7月 23日（日）、午前9時半～
※開会式終了後、内覧会を実施します（講師…廣石修さん
〈津和野町立安野光雅美術館學藝專門員〉）
【ギャラリートーク】
▽とき　期間中の毎週日曜日、午後2時～

画家 安野光雅展

「ふしぎなえ」から「旅の絵本」

通学している人
▽登録方法　申込書に必要事項を記
入の上、郵送、ファクスまたはEメー
ルで津軽広域連合「地域資源特派員」
係へ。
※申込書はホームページからダウン
ロードできます。レポート方法など、
詳しくは問い合わせを。
■問 津 軽 広 域 連 合（ 〒 036・
8003、 駅 前 町 ９ の 20 、 駅 前
町〈ヒロロ３階〉、☎ 31・1201、
■Ｆ 33・2201、 ■Ｅ rengou@
tsugarukoiki.jp、 ■Ｈ http://
tsugarukoiki.jp/）

作業実務科オープン
スクール（見学会）
▽とき　7月 21日（金）、午前 10
時～正午（受け付けは午前 9時 40
分～）
▽ところ　県立障害者職業訓練校作
業実務科実習棟（緑ヶ丘１丁目）
▽内容　①介護実習・清掃実習の訓
練見学／②訓練内容・就職状況など
の説明
▽対象　知的障害のある人とその家
族、支援機関などの人

時半～８時半
※雨天の場合は翌日に順延。
▽運行コース　弘前高校→一番町→
中央通り→北大通り→土手町→一番
町→弘前高校
【譲渡について】
　ねぷた運行後、企業や団体などに
ねぷたを譲ります。
▽金額　１台２万円（本体・前灯籠）
※前灯籠のみは１台5,000円。
▽申込期限　７月15日の午後４時
▽その他　７月 17日の午後４時か
ら、弘前高校（新寺町）会議室で説
明会（抽選会）を行います。
■問弘前高等学校生徒指導部（☎
32・0251）

地域資源特派員募集中

　あなたの手で津軽地域の魅力を広
く発信してみませんか。
▽募集テーマ　身の周りの「季節を
感じる」もの／まちで見かけた「時
代」を感じるもの／あなたのまちの
「奇祭・奇習」
▽募集資格　弘前市、黒石市、平川
市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎
館村、西目屋村に居住または通勤・

▽持ち物　内ばき
※園地（畑）を見学するため、汚れ
てもよい履物でおいでを。
▽申し込み方法　７月３日～ 14日
（必着）に、申込書（ホームページ
からダウンロードできます）に必要
事項を記入の上、郵送かファクスま
たはEメールで申し込みを。
■問県立障害者職業訓練校作業実務科
（三上さん、〒 036・8253、緑ヶ
丘１丁目９の１、☎ 36・6882、
■Ｆ 36・7255、 ■Ｅ shokunko@
pref.aomori.lg.jp)

夏季河川清掃美化運動

　市内主要７河川で清掃美化運動を
実施します。清掃開始時間は地区に
よって異なりますので、事前にお問
い合わせください。
▽とき　７月23日（日）
※荒天の場合は中止。
▽ところ　団体清掃区域＝土淵川・
寺沢川・腰巻川・後長根川・大和沢
川・前川／自由清掃区域＝岩木川悪
戸河川敷運動広場・岩木川茜の夕陽
水辺の楽校
■問環境管理課（☎36・0677）

築物の用途に制限がありますが、一
戸建ての住宅が建築可能となる緩和
区域もあることから、開発行為を行
う際は、資料（公図、土地、・建物
の登記簿謄本など）を持参の上、事
前にご相談ください。
■問建築指導課　（☎40・7053）

自衛隊就職説明会

▽とき　７月９日（日）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　総合学習センター（末広
町４丁目）
▽対象　18 歳以上 27 歳未満の人
とその保護者など（保護者のみの参
加も可）
■問自衛隊弘前地域事務所（☎ 27・
3871）

求人説明会・ミニ面接会

　市内企業の人事担当者が、仕事内
容などをお伝えします。求職中であ
れば、どなたでも参加でき、面接も
可能です。今月は「医療・介護・福
祉」関連の企業が参加します。
▽とき　７月 14・27 日の午後１
時半～４時半（受け付けは午後１時
～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽定員　20人程度
▽参加企業数　３～５社（予定）
▽その他　ハローワークに未登録の

ガスを安全に

　ガスを安全に使用するため、取り
扱う際は以下のことに気を付けま
しょう。
〇点火・消火は目で確認する／ゴム
ホースは必ず赤い線まで差し込み、
ホースバンドでしっかり止める／未
使用のガス栓にはゴムキャップを取
り付ける／給排気の点検を行い、ガ
ス器具の使用時は換気に十分気を付
ける／ガス漏れ警報器などの安全対
策の装置を取り付ける／器具の故障
の場合は専門家に依頼する／不完全
燃焼防止装置付・立ち消え安全装置
付の器具を使用する
■問ガスに関すること…ガス供給事業
所／火災予防に関すること…最寄り
の消防署・分署

市街化調整区域での
開発行為について
　市街化調整区域では、市街化を抑
制する区域であるため、建物を建築
するために造成したり、土地の地目
の変更などの開発行為を行うときは
許可を受ける必要があります。無許
可で開発行為をしたり、建物の使い
方や居住者を変更した時は、是正指
導の対象となる場合があるほか、悪
質なときは罰則の規定が適用される
場合があります。
　市街化調整区域は、立地可能な建

人も参加可。雇用保険受給者は求職
活動実績の対象になるため、雇用保
険受給資格者証の持参を。
※参加企業については、青森労働局ま
たは市ホームページをご覧ください。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（弘前就労支援センター
内、☎55・5608）

「れんがそうこ部」部員募集！
～説明会を実施します～
　文化交流拠点として 2020 年に
生まれ変わる吉野町煉瓦倉庫につい
てみんなで調べ、知り、表現する活
動を行う部活を立ち上げます。皆さ
んの入部をお待ちしています。
▽とき　7月 15日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前市民会館（下白銀町）
中会議室
▽内容　煉瓦倉庫の紹介、部活の活
動内容について
∇対象　高校生以上
▽参加料　無料
▽申し込み方法　7月12日までに、
電話か Eメール（氏名・電話番号
を記入）で申し込みを。
■問 harappa（☎ 31・0195、
■Ｅ post@harappa-h.org）

「弘高ねぷた」運行と譲渡

【運行について】
　18台のねぷたを運行します。
▽とき　７月 19 日（水）、午後６

　ＮＨＫ交響楽団に在籍するチェロ
奏者の三戸正秀さん（弘前市出身）
のご厚意で、８月 26日に市民会館
で開催するＮＨＫ交響楽団弘前公演
に市内の子どもたちを招待します。
　三戸さんは当市でドリームコン
サート（プロの演奏家による演奏会）
やドリームゼミナール（プロの弦楽
器奏者による直接指導）を毎年開催
するなど、一流の演奏に触れる機会
を提供しています。

　ぜひ、迫力のあるオーケストラの
演奏を体感してみませんか？
▽対象　市内に在住もしくは市内の
学校に在籍する中学・高校生＝40人
▽申し込み方法　７月 21日（当日
消印有効）までに、はがき（郵便番
号、住所、名前〈ふりがな〉、学校名、
学年を記入）で、文化スポーツ振興
課（〒036・8551、上白銀町 1の 1、
へ。
※応募は１人１通。応募多数の場合

ＮＨＫ交響楽団弘前公演に
　　　　　　　子どもたちをご招待！

は抽選で決定。当選者には入場引換
券を送付します。すでに公演の入場
券を購入した人が当選した場合で
も、入場券の交換や払い戻しはでき
ません。
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）

市立博物館　特別企画展２
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