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▽応募方法　規定の申込用紙に必要
事項を記入し、９月１日～ 10日の
午前９時～午後４時に、弘前地区環
境整備センタープラザ棟（町田字筒
井）へ、個人・グループ・学校ごと
に作品を持ち込んでください。申込
用紙および募集要項は弘前地区環境
整備センタープラザ棟で配布して
いるほか、ホームページ（http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
kankyoseibi/plaza/）からダウ
ンロードできます。
▽展示・審査　９月 16日～ 11月
12日の期間、弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟に展示し、優秀作品
には特別賞を授与します。また、応
募者全員へ参加賞を贈呈します。
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎36・3388、月曜日は休み）

放送大学 10 月生募集

　テレビなどの放送を利用して授業
を行う放送大学では、平成 29年度
第２学期（10月入学）の学生を募
集しています。
▽出願期限　９月20日（必着）
■問 放送大学青森学習センター
（〒036・8561、文京町３、コラボ
弘大７階、☎38・0500）
※ホームページ（http://www.ouj.
ac.jp/）からも資料請求・出願がで
きます。

「サタディ☆くらぶ」
参加者募集
▽とき　毎週土曜日、午前９時半～
11時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２ほか
▽内容　勉強したい教材（宿題、教
科書、ワークなど）を持参すると、

▽ところ　市民会館第一、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
■問ボランティアグループ「らの会」
（三上さん、☎38・1829）

マッサージ奉仕活動

　被災した人や、介護をしている人、
ストレス障害のある人など、お困り、
お悩みがある人を対象とした、はり・
きゅう・マッサージの無料施術を行
います。
▽とき　８月27日（日）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　安井治療院（住吉町）
■問津軽保険鍼灸マッサージ師会（安
井治療院、☎34・1424）

「廃品おもしろ工夫展 in
プラザ棟＆みんなで選ぶ
プラザ賞」作品募集

　身の周りにある不用品や、ごみと
して処分される食品トレーなどを
使って制作された作品を募集しま
す。
▽対象　弘前市、平川市、大鰐町、
藤崎町、板柳町、西目屋村の小学生
および特別支援学校の児童（個人ま
たはグループ）
▽応募規定
○材料　メインの部分が食品トレー
であれば、他の部分の材料の種類は
問いません。
○大きさ　おおむね 40㎝× 40㎝
× 40㎝以内
○その他　食品トレーを使った作品
で、他のコンテスト（学校内のもの
を除く）に出品したことがないもの

大学生や市民ボランティアによる学
習支援が受けられます
▽対象　母子家庭・父子家庭の中学
生
▽参加料　無料（初回のみ登録料
500円が必要）
※事前の申し込み
が必要。
■問弘前市母子寡婦
福祉会（引間〈ひ
きま〉さん、☎携
帯 080・1808・
7970）

平成 29 年版
朝市・産直マップを配布
　市内の農業団体などが開催してい
る朝市や直売所の開催日時や場所な
どが分かる「朝市・産直マップ」を
無料で差し上げています。
　部数に限りがありますので、お早
めに。
▽主な配布場所　農業政策課（茂森
町、旧上下水道部庁舎１階）、岩木・
相馬総合支所、りんご公園、市立観
光館、市民参画センター、ヒロロス
クエア、緑の相談所など
■農業政策課（☎40・7102）

警察官の募集

▽試験種別　警察官B（大卒以外の
男女）
▽受験資格　昭和 60年４月２日～
平成12年４月１日に生まれた人
▽第１次試験日　９月24日
▽受付期限　９月１日
▽試験場所　青森市、八戸市、弘前
市
※詳しくは問い合わせを。
■問弘前警察署（八幡町３丁目、☎
32・0111）

ると考えられる新たな取り組みに要
する経費
▽補助金の額　補助対象経費の２分
の１の額または 200 万円のいずれ
か少ない額以内の額（ただし、既に
当補助金で取り組まれた事業につい
ては、事業成果の効果的な普及を検
証する経費について上限100万円）
▽申込期限　８月31日
■問ひろさき未来戦略研究センター
（☎40・0631）

夏休みは公民館で学習を！

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）では、子どもたちの夏
休み期間中の学習場所として会議室
などを開放します。
▽とき　８月６日～ 13日の午前９
時～午後９時半
▽ところ　弘前文化センター２階中
会議室、第３会議室、和室ほか
▽内容　小・中学生、高校生の自習、
グループ活動、制作場所として使用
できます。また、弘前大学の学生が
学習サポートや相談に対応します。
※対応日時については、お問い合わ
せください。会場、学習サポートと
も事前の予約はできません。
■問中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

墓地公園までバス運行

　８月 13日のお盆の日に、久渡寺
線の路線バスが墓地公園（小沢字井
沢）を経由して運行します。また、
同日は園内の一部を一方通行とする
交通規制を行います。車で来園する
場合はご注意ください。
▽臨時停留所　墓地公園、墓地公園
入り口（２カ所）

お仕事説明会

　市内企業の人事担当者が仕事内容
などを説明します。求職中の人であ
れば誰でも参加でき、面接も可能で
す。
▽とき　８月２日・15 日・28 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
▽参加企業数　３～５社（予定）
▽定員　20人程度
▽その他　ハローワークに未登録
の人も参加可／雇用保険受給資格
者証を持っている人は持参を／参
加企業は青森労働局ホームページ
（http://aomori-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/）または市ホー
ムページをご覧ください。
■問弘前就労支援センター内 Ｉ・Ｍ・
Ｓ（駅前町、☎55・5608）

りんご産業イノベーション
支援事業費補助金
　りんご産業の維持発展に資すると
考えられる「新たな取り組み」に対
して補助金を交付します。
　作業の軽減、効率化などの革新的
な取り組みや、多様な人材活躍の環
境を構築する取り組みなど、事業提
案をお待ちしています。
▽対象者　市内に住所を有する２戸
以上のりんご生産者で組織する団
体、または農地所有適格法人・農業
協同組合・認定農業者・認定新規就
農者、移出・加工を主たる業務とす
る事業者
▽対象経費　りんご産業のイノベー
ションに資する設備設置や物品購入
など、りんご産業の維持発展に資す

▽料金　バスターミナルから臨時停
留所まで片道390円　
※詳しくは、園内設置の案内看板ま
たは市ホームページをご覧くださ
い。
■問環境管理課弘前霊園担当（☎
40・7035）／墓地公園管理事務
所（☎88・3553）

青森暮らしセミナー in 東京

　弘前市の相談ブースを出展しま
す。首都圏に弘前への移住を検討し
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　８月26日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　東京交通会館３階グリー
ンルーム（東京都千代田区有楽町２
丁目）
■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）

ミニセミナー・無料よろず相談会

◎ミニセミナー
▽とき　８月 27 日（日）、第１部
＝午前 10時～ 10 時 50 分／第２
部＝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
▽内容　第１部＝終活に活用しよう
公証役場…講師・藤部富美男さん（公
証人）／第２部＝いざ相続すると
なったら…講師・藤本祥平さん（司
法書士）
▽定員　各30人（先着順）
◎無料よろず相談会
　複数の専門家が、合同で相談に応
じます。
▽とき　８月 27 日（日）、午後１
時～４時（受け付けは午後３時半ま
で）

■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎35・1130）

今年 ５ 月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 今年
昨年
差

5,735t

1,015g
1,019g
-4g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

49t 増
（昨年同月比） 

　ダンボールコンポストって知って
る？生ごみを発酵させてごみの減量
化ができるもので、さらに、残った
ものは堆肥（たいひ）として使える
んだ！やり方はとっても簡単だから
チャレンジしてみない？詳しくは環
境管理課に聞いてみてね。

たか丸くんの　ごみ減量速報
 

今月の市税などの納期

納期限
８月 31 日

☆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をご利用ください。
☆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。

国民健康保険料  第２期
介 護 保 険 料  第２期
後期高齢者医療保険料  第２期

１人１日当たりの
ごみ排出量（平成
29年４月～５月の
累計から換算）

有 料 広 告有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告


