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 暮らしのinformation

 出張譲渡キャラバン
「あなたの思いが命を救う！」
　犬と猫の出張譲渡会です。
▽とき　７月26日（水）
▽ところ　弘前保健所（下白銀町）
▽内容　①譲渡前講習会（犬や猫を
飼うに当たっての必要な知識などを
紹介）…午後１時半～／②抽選およ
び譲渡手続き（当日譲渡可能な犬猫
を持参できない場合、講習会のみ実
施）…午後２時半～
▽譲渡の条件　県内在住の成人で譲
渡前講習会を１年以内に受講してい
た人（60歳以上および一人暮らし
の人は後見人が必要です）
▽譲渡手数料　3,000円
※詳細はホームページ（http://
www.aomori-animal.jp/）で確認
するか、電話で問い合わせを。
■問青森県動物愛護センター（青森
市宮田玉水、☎青森 017・726・
6100）

岩手県野田村支援・交流活動
参加者募集
▽とき　７月29日（土）
▽行程　往路…弘前大学正門前発
（午前 11 時集合）～野田村着（午
後２時）／復路…野田村発（午後６
時）～弘前大学正門前着（午後８時
45分ごろ）
▽内容　「プチよ市」でのプレーパー
ク、棒パン作りなど
▽定員　10人程度（先着順、弘前
市民を優先）
▽参加料　無料
▽その他　屋外で活動するため、寒
暖調節のできる、動きやすく汚れて
もよい服装でお越しください。
※自家用車は、弘前大学構内に駐車
可能です。また、帰りの時間は現地
の状況によって多少前後する場合が
あります。
■問７月 26 日までに、ボランティ
ア支援センター（元寺町、☎ 38・
5595）へ。

融資制度のご案内

　県内にお住まいで、倒産や解雇な
ど事業主の都合によって離職した人
や、育児・介護休業を取得中の人を

対象に、生活資金を低利で融資する
制度があります。
　融資限度額は 100 万円、返済期
間は５年以内です。離職者を対象と
する融資の利率は年１．95％、育児・
介護休業者を対象とする融資の利率
は年２．２％です。詳しくは、お問
い合わせください。
■問東北労働金庫弘前支店（萱町、☎
33・4441）

小型移動式クレーン
運転技能講習
▽とき　８月８日～10日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝桝形運送（小
比内字福田萢）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給中の 35歳以上の人（雇
用保険の受給期間を終えてなお求職
中の人を含む）／②申請時に失業中
で、かつハローワークに登録し、求
職している 35歳以上の人／③出稼
労働者手帳を所持している 18歳以
上の人
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円（ただし、資格所
持者は 6,760 円。いずれもテキス
ト代1,645円が別途必要）
※資格所持者…クレーン、移動式ク
レーン、デリック、揚貨装置の各運
転士免許証の所持者および床上操作
式クレーン、玉掛けの各技能講習修
了証の所持者
▽申込期間　７月18日～ 25日
▽申し込み手続き　印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証かハローワークカードまたは
出稼労働者手帳（有効期限内のも
の）、自動車運転免許証、前記資格
所持者は各免許証または修了証を持
参してください。なお、代理人によ
る申請はできません。
■問商工政策課（茂森町、旧上下水道
部庁舎２階、☎35・1135）

「日本で最も美しい村」フォト
コンテスト2017作品募集
　『「日本で最も美しい村」の情景～
生活の営みと景観、文化～』をテー
マに、岩木地区を含む日本全国の連
合加盟地域で撮影された作品を募集
します。

▽募集期間　８月 18日の午前 10
時まで
▽賞　グランプリ（１点）、特選（３
点）、佳作（６点）、入選（９点）、「日
本で最も美しい村」賞（63点）
※募集要項や応募方法など詳しくは
ホームページでご確認を。
■問東京カメラ部「日本で最も美し
い村フォトコンテスト運営事務局」
（ ■Ｅ info_mura@willvii.co.jp、 ■Ｈ
http://beautifulvillagesofjapan.
t o k y o c am e r a c l u b . c om /
photocontest2017/）

弘前大学教育学部附属
特別支援学校の児童生徒募集
▽対象　知的障がいがあり、愛護手
帳を持ち、通学時間がおおむね１時
間以内の児童生徒
▽定員　小学部第１学年＝３人／中
学部第１学年＝６人／高等部第１学
年＝８人
▽応募書類の交付　９月 22日まで
（土・日曜日、祝日を除く）の午前
９時～午後３時
▽出願書類の受け付け　10月２日
～ 13日（土・日曜日、祝日を除く）
の午前９時～午後３時
※入学選考出願前に入学相談が必要
で、相談は９月８日まで受け付けま
す。相談希望者は事前に連絡を。
■問弘前大学教育学部附属特別支援学
校（〒 036・8174、富野町１の
76、☎ 36・5011）

保育等研修会開催

  発達健診の結果の見方やペアレン
トプログラムで使われる現状把握表
を用いて、子どもに合った言葉かけ
のこつを学びます。
▽とき　８月20日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽テーマ　発達健診とペアレントプ
ログラム
▽講師　足立匡基さん、安田小響さ
ん（弘前大学大学院医学研究科子ど
ものこころの発達研究センター）
▽定員　100人
▽参加料　無料
※託児は８人まで（先着順。8月８
日までに事前の申し込みが必要）。

教室名 とき ところ 内容 対象・定員 参加料 問い合わせ・申込先

①中学生武道教室（弓
道）

７月22日～８月19日の毎週
土曜日、午前10時～正午

市立弓道場
（笹森町）

弓の扱い方、基本の動作、
射技指導

中学生＝５人
程度 １回150円

弘前弓道会（西川さん、
☎携帯090・5231・
9562）

②剣道暑中稽古 ７月25日～29日の午前６時
～８時

市民体育館
競技場（五
十石町）

基本動作、基本技、練習稽
古 市民＝150人 無料（用具は各自で準備）

市民体育館（☎36・
2515）

③岩木川市民ゴルフ
場スペシャルデー
2017

【イベント】８月５日（土）、
①午前 9時半～ 11時半／②
午後０時半～２時半

岩木川市民
ゴルフ場（清
野袋２丁目）
第１ホール

白戸由香プロのワンポイン
トレッスン

ゴルフ経験者
＝各コース20
人（事前の申
し込みが必要）

500円（別途
使用料が必要）各開催日の３日前まで

に、岩木川市民ゴルフ場
（☎兼 36・7855）へ。【ウォーターパーク】８月６日

（日）、①午前９時半～ 10時
半／②午前 11時～正午／③
午後１時～２時／④午後２時
半～３時半（※３）

岩木川市民
ゴルフ場（清
野袋２丁目）
ニュースポ
ーツコース

アスレチック迷路（島渡り、
ウォーター射撃など）、水上
ミッション（アヒルすくい、
ボール集め）

①②幼児、③
④小学生＝各
コース20人
（先着順）

300円

④気軽にスポーツ体
験教室

８月18日～ 10月 13日の毎
週金曜日、午前 10時半～正
午

金属町体育
センター体
育室

ソフトバレーボール・ラー
ジボール卓球などの軽スポ
ーツの簡単なルール説明と
ゲーム

市民＝ 15人 無料

７月 31日（必着）まで
に、金属町体育センター
（〒 036・8245、金属
町１の９、☎ 87・
2482）へ。
（※１）（※２）

⑤小学生水泳教室 ８月25日～９月29日の毎週
金曜日、午後４時半～５時半

河西体育セ
ンター（石
渡１丁目）

水慣れ、けのび、クロール 市内の小学生
＝ 20人 無料

７月 30日（必着）まで
に、岩木Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（〒 036・1332、
兼平字猿沢 32の 11、
☎ 82・5700）へ。
（※１）（※２）

⑥ユニカール教室
８月21日～10月30日の毎
週月曜日、午後１時～２時半（９
月18日、10月９日は除く）

岩木Ｂ＆Ｇ
海洋センタ
ー（兼平字
猿沢）

じゅうたんの上で行うカー
リング、ストーンの持ち方、
基本投球、ゲーム戦略など

市民＝ 20人
（先着順） 無料

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎ 82・5700）
（※４）

名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

労働相談会 ８月１日（火）、午後１時
半～３時半

県労働委員会
（青森市長島２
丁目）

個々の労働者と事業主との間に生じた労働条件などの
トラブル解決について（事前の予約ができます）

県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

くらしとお金の
安心相談会

８月２日（水）、午前10時
～午後４時

市民生活セン
ター（駅前町、
ヒロロ３階）

生活再建や債務整理に必要な資金の貸し付けについて
（事前の電話予約が必要）

消費者信用生活協同組合青森
事務所（☎青森017・752・
6755）

ファイナンシャルプラ
ンナーによる無料納税
相談

８月３日・17日・24日・
27日・31日の午前 10
時～ 11時、午後２時～
３時（24日は午後６時～
７時も受け付け）

収納課（市役
所新庁舎２階）

ファイナンシャルプランナー（家計や経営の収支・返済
計画を見直し、総合的な診断とアドバイスを行う専門家）
が個別に対応します（１人１時間まで、先着順、事前の
予約が必要）

収納課（☎ 40・7032、40・
7033）

今先生の無料健康相談 ８月５日・19日の午後１
時～４時（時間指定不可）

健康広場相談
室（駅前町、
ヒロロ３階）

からだのことなどで気になることや、健康広場のセル
フチェックコーナーの計測結果についての相談（事前
の電話予約が必要）

健康広場（☎35・0157）

 各種スポーツ・体操教室

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・教室名・⑤は生年月日と保護者氏名を記入の上、各申込先
まで申し込みを。※２…家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。
※3…幼児は保護者同伴、小学生は保護者同伴不要。雨天中止。水にぬれても良い服装で参加を。※4…上履きの持参を。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。

時半～   　
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽申込期間　７月31日まで
▽受験料　一般＝ 3,000 円、高
校生以下＝ 1,500 円／既合格者…
一般＝ 2,000 円、高校生以下＝ 
1,000 円
※詳しくは問い合わせを。
■問弘前観光コンベンション協会（☎
35・3131）

 各種無料相談

15ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.７.１５

■問子育て支援課（☎40・7038）

農作業従事者を募集します

▽作業期間　７月～ 11月の収穫終
了まで
▽作業時間　原則、午前８時～午後
５時（休憩を含む。時間外勤務なし）
▽作業内容　りんご生産の農作業
▽対象　園地まで通勤が可能で、は
しごでの作業ができる人

▽賃金　園主との話し合いで決定
▽採用方法　面接による選考
■問ＪＡつがる弘前農作業従事者無料
職業紹介所　（☎ 82・1052）、Ｊ
Ａ相馬村農作業従事者無料職業紹介
所（☎84・3215）

津軽ひろさき検定

【第 11 回初級（おべさま検定）試験】
▽とき　９月10日（日）、午前10

●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111 暮らしのinformation
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先


