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今月の市税などの納期
納  期  限  ７月 31 日
固 定 資 産 税  第２期
国民健康保険料  第１期
介 護 保 険 料  第１期
後期高齢者医療保険料  第１期

☆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。

京都千代田区九段北）私学会館
▽申込期限　７月15日
■問東京岩木会事務局（津嶋さん、☎
坂戸049・282・2938）

「第 10 回弘前スポレク祭＆
第 71 回弘前市民体操祭」
演技発表グループ募集

▽とき　10月９日（月・祝）
　　　　午前９時半～
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽対象　体操や運動、エアロビクス、
ジャズダンスなどを行っている４人
以上のグループ（先着順。年齢、性
別は不問）
▽発表時間　１グループ＝５～７分
程度
▽参加料　無料
■問７月 22日までに、弘前体操連盟
（宮地さん、☎兼■Ｆ 32・2988）へ。

青森県立弘前高等技術専門校
オープンキャンパス
▽とき　７月 29 日（土）、午前の
部＝ 10時～正午／午後の部＝１時
半～３時半
※施設公開は午前９時～午後３時
半。
▽ところ　県立弘前高等技術専門校
（緑ヶ丘１丁目）
▽技能教室の内容　①ミニソーラー
メタルカー製作／②多目的ラック製
作／③コケ玉製作／④塩ビ管で造る
ミニチュア椅子製作
▽定員　①＝午前・午後各 20人／
②＝午前・午後各 15人／③・④＝
午前・午後各10人（先着順）
▽参加料　無料
※小学生は保護者同伴。
▽申し込み方法　往復はがき（参加
者全員の氏名〈ふりがな〉・年齢、

書に記入の上、７月 31日までに提
出してください。
※応募理由書は、青森県漆器協同組
合連合会（神田２丁目）および商工
政策課に備え付けてあるほか、市の
ホームページからもダウンロードで
きます。
▽選考方法　書類選考、面接
■問 青森県漆器協同組合連合会
（〒036・8061、神田２丁目４の９、
☎兼■Ｆ 35・3629）

Ｕ・Ｉターン大相談会 in 東京

～東北６県合同移住フェア開催～　
　弘前市の相談ブースも出展しま
す。首都圏に弘前へ移住を検討して
いる知り合いがいる人は、周知のご
協力をお願いします。
▽とき　７月23日（日）
　　　　午前11時～午後５時
▽ところ　東京交通会館（東京都千
代田区有楽町 2丁目）12階ダイヤ
モンド
■問ひろさき移住サポートセンター
東京事務所（☎東京 03・6256・
0801）

首都圏からの移住をサポート

～東京岩木会（総会・懇親会）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
以下のふるさと会に参加し、弘前へ
の移住などの取り組みを紹介しま
す。首都圏に岩木地区出身の知り合
いがいる人は、周知のご協力をお願
いします。
【東京岩木会（総会・懇親会）】
▽とき　７月23日（日）
　　　　午前11時半～午後２時
▽ところ　アルカディア市ヶ谷（東

▽応募期限　12 月 20 日（郵送の
場合、当日消印有効）
▽発表　平成 30年１月中に、受賞
者に通知するとともに瑞楽園ホー
ム ペ ー ジ（http://zuirakuen.
com/）で発表します。
▽応募方法　園内に設置してある申
込書（写真のタイトル、撮影日、住
所、氏名、年齢、性別、電話番号、
職業を記入）で、瑞楽園（宮舘字宮
舘沢）へ持参か、三浦造園（〒036・
8303、前坂字船山 47の２）へ郵
送を。
※写真サイズや応募点数は制限な
し。
▽その他　入賞作品はホームページ
や広報資料などに掲載します。作品
の版権は、三浦造園に帰属します。
■問三浦造園（☎95・2246）

「津軽歴史文化資料展示
施設」の名称を募集
　平成 30年４月に岩木地区高岡に
開館予定の資料展示施設の名称を募
集します。
　弘前藩４代藩主津軽信政公をまつ
る高照神社の宝物をはじめ、貴重な
武具刀剣類や歴史資料を展示公開す
る施設です。
▽募集条件　施設の目的、特徴を表
している／簡潔で覚えやすく、親し
みがある／他の名称や商標などに類
似しない／自作の未発表作品
▽応募資格　小学生以上
▽募集期間　７月31日まで

▽発表　審査の上、１点を決定し、
応募者に通知するとともに、市ホー
ムページで公表します。
※決定者に記念品を贈呈します。
▽応募方法　応募用紙に必要事項を
記入の上、郵送、ファクス、Ｅメー
ルまたは持参で文化財課へ。
※応募用紙は市役所総合案内、相馬
総合支所民生課、市立博物館、文化
財課に備え付けているほか、市ホー
ムページからダウンロードできま
す。
■問文化財課（〒036・1393、賀田
１丁目１の１、☎ 82・1642、■Ｆ
82・2313、 ■Ｅ bunkazai@city.
hirosaki.lg.jp）

津軽塗職人を目指して
みませんか
　伝統的工芸品「津軽塗」の担い手
となる後継者の育成のため、研修生
を募集します。 
▽研修期間　９月１日からの毎週
月・水・金曜日、午前９時から正午
※平成 33 年３月までの研修を予
定。
▽ところ　弘前職業能力開発校第二
校舎（田町５丁目）２階
▽内容　津軽塗に関する講義と技術
研修
▽対象　市内に住所を有する 40歳
未満の人＝３人程度
▽受講料　月額 5,000 円（別途道
具代の一部自己負担あり）
▽応募方法　履歴書および応募理由

弾道ミサイル発射時の
行動について
　ミサイルが日本に落下する可能性
がある場合は、国から緊急情報を瞬
時に伝える「Jアラート」を活用し、
防災行政無線で特別なサイレン音と
ともにメッセージを流すほか、緊急
速報メールなどにより緊急情報をお
知らせします。メッセージが流れた
ら直ちに以下の行動をとってくださ
い。
◎屋外にいる場合　頑丈な建物や地
下などに避難する／近くに適当な建
物がない場合は、物陰に身を隠すか、
地面に伏せ頭部を守る
◎屋内にいる場合　できるだけ窓か
ら離れるか、窓のない部屋へ移動す
る
■問防災安全課（☎ 40・7100、■Ｈ
http://www.city.hirosaki.aomori.
jp/oshirase/kurashi/2017-
0424-0856-19.html）

瑞楽園フォトコンテスト

▽条件　写真の中に瑞楽園が入って
いること
▽応募資格　不問（プロは審査対象
外）
▽賞　グランプリ賞（１万円の商
品券）＝１作品、準グランプリ賞
（5,000円の商品券）＝２作品
▽撮影期限　11 月 30 日の午後４
時

参加代表者の電話番号、希望の技能
教室名〈第１希望から第４希望まで
と午前または午後〉を記入）で、７
月 10 日～ 19 日（当日消印有効）
に申し込みを。
※返信用はがきの宛名面には、参加
代表者の住所・氏名の記入を。同時
に３人まで申し込み可。
■問県立弘前高等技術専門校訓練課
（〒 036・8253 緑ヶ丘 1 丁目 9
の 1、 ☎ 32・6805）

排水設備工事責任技術者試験

▽とき　10月 18日（水）、午後２
時～（受け付けは午後１時半～１時
50分）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽受験料　8,000 円（振込手数料
を除く）
▽申込受付　７月３日～31日（土・
日曜日、祝日を除く）に、上下水道
部総務課（賀田１丁目）で申込書を
配布・受け付けします。
▽合格発表　11月 9日の午前 9時
※上下水道部窓口に合格者一覧を掲
示します。
■問 上下水道部総務課（☎ 55・
6895）

 各種無料相談
名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

行政書士弘前コス
モス会無料相談会 ７月11日（火）、午後１時半～３時半 ヒロロ（駅前町）３階多世

代交流室２
相続・遺言を中心とした相談会（事
前の予約は不要）

ふたば行政書士事務
所（☎ 88・8781）

夜間・休日納税相
談

夜間＝７月14日、18日～21日の午後５時～
７時半／休日＝７月23日の午前９時～午後４時

収納課（市役所新庁舎２
階）

日中や平日に納税相談ができない人
のための夜間・休日納税相談

収納課（☎ 40・
7032、40・7033）

のびのび子ども相
談

７月 25日（火）、午前９時半～午後３時（受
付は午後２時まで。事前の予約が必要） 弘前市保健センター（野田

２丁目）

発達相談（ことばが遅い、落ち着きがな
いなど）。対象は市民で1歳以上の幼児
とその家族。母子健康手帳の持参を。
※７月３日～24日に申し込みを。

弘前市保健センター
（☎ 37・3750）こころの健康相談 ７月 18日（火）、午前９時～ 11時（予約制） 本人や家族のこころの悩み、家族を

自死で亡くした人の悩みについて
健康相談・禁煙相
談

７月７・19・30日の午前９時～ 11時（２日前
までに要予約）

ヒロロ（駅前町）３階健康
エリア

生活習慣病の予防、健診結果、禁煙
など、健康や栄養について

多重債務・消費生
活法律相談会

７月29日（土）、午後１時半～３時半（電話予
約〈受け付けは７月５日の午前８時半～〉）が必要）

ヒロロ（駅前町）３階市民
生活センター

弁護士による、多重債務者の生活再
建に向けた相談および消費生活に関
する法律相談（対象…市民＝４人〈先
着順〉）

市民生活センター
（☎ 34・3179）

多重債務相談窓口 平日の午前８時半～正午、午後１時から４時半
（年末年始は除く）

相談専用電話☎青森 017・
774・6488／青森財務事
務所（青森市新町、青森合
同庁舎３階）

借金など多重債務者の相談
青森財務事務所理財
課（☎青森017・
722・1463）

有 料 広 告教えて！たか丸くんクイズの答え

※質問は 12ページに掲載。

答えは、②の弘前ねぶたまつりだよ。正
しくは弘前ねぷたまつりだね。今年も８
月１日～７日に行われ、「ヤーヤド―」
の掛け声で市内を練り歩くよ。
参加するのも楽しいし、観る
のも楽しいからみんなも行
こうね～！


