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▽定員　30組（先着順）
▽出店料　１,000円（1組１コマ）
▽申し込み方法　９月３日の午後５
時までに、電話か Eメールまたは
直接来館の上、申し込みを。
■問泉野多目的コミュニティ施設（☎
兼 ■Ｆ 88・2789、 ■Ｅ izumino@
jomon.ne.jp）

漏水調査を実施

　上下水道部では、12月末までの
間、市内全域を対象にした漏水調査
を行います。身分証明書および腕章
などを携行した委託業者や市職員
が、各家庭の敷地内に取り付けられ
ているメーターや止水栓から漏水音
を聴く調査を行うため、敷地内へ立
ち入ることがあります。
　ご協力をお願いします。
▽調査時間　午前８時半～午後５時
／午後９時～午前６時
■問上下水道部上水道施設課（☎
88・8929）

弘大附属幼稚園の園児募集

▽資格　保護者と同居し、通園に要
する時間が片道１時間以内であるこ
と（青森市からの通園は浪岡地区の

み可）
※通園には付き添いが必要です。
▽募集対象児　平成 26年４月２日
～ 27年４月１日生まれの３歳児＝
30人
※４歳児・５歳児については、問い
合わせを。
▽願書の交付・受付　
○交付＝９月８日～ 22日の午前９
時10分～午後４時半
○受付＝９月 25日～ 10月４日の
午前９時 10分～午後４時半（９月
25日は午後２時半～）
※土・日曜日、祝日および 10月２
日を除く。
■問弘前大学教育学部附属幼稚園（学
園町、☎32・6815）

政治家の寄付は禁止、
有権者が求めることも禁止
①政治家の寄付の禁止／②政治家に
対する寄付の勧誘・要求の禁止／③
政治家の関係団体の寄付の禁止／④
後援団体の寄付の禁止／⑤お祭りへ
の寄付・差入れの禁止／⑥あいさつ
を目的とする有料広告の禁止
　詳しくは、総務省なるほど！選挙
「寄附の禁止」ホームページ（http://
www.soumu.go.jp/senkyo/

法人の設立・異動の届け出を
お忘れなく
　市内に法人を設立・設置した場合
や名称・所在地などが変更となった
場合、解散・清算した場合は、市お
よび県にそれぞれ届け出が必要です
（一部法人を除く）。
※届出用紙は市や県のホームペー
ジ（http://www.pref.aomori.
lg.jp/life/tax/010_02houjin.
html）からダウンロードできます。
　詳しくは問い合わせを。
■問市民税課諸税係（☎ 35・1117）
または中南地域県民局県税部課税第
一課（☎32・1131、内線 278）

泉野フリーマーケット
出店者募集
　当日は、「泉野まつり」も同時開
催します。
▽とき　９月 17 日（日）、午前９
時～午後３時（雨天中止）
▽ところ　泉野多目的コミュニティ
施設（泉野３丁目）
▽出店資格　18歳以上（高校生を
除く）で、販売商品に責任が持てる
人
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senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.
html）をご覧ください。
■問選挙管理委員会事務局（☎ 35・
1129）

45歳以上の人のための
再就職支援
　ネクストキャリアセンターあおも
りでは、45歳以上の人を対象とし
て、カウンセラーによる再就職支援
を無料で行います。
▽とき　毎週月・木曜日、午後１時
～４時（祝日年末年始除く）
※完全予約制。
▽ところ　Ｉ・Ｍ・Ｓ（土手町）
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（☎ 32・5801、■Ｅ
chuukounen@ims-hirosaki.
com）

高齢者はり・きゅう・
マッサージ受療券の交付
　65歳以上の希望者に、はり・きゅ
う・マッサージの受療券を交付し、
施術料を助成しています。なお、受
診券は市指定の施術所のみで使用で
き、助成対象は医療保険適用外の施
術に限ります。
▽申請期間　平成 30年３月 31日
まで
▽交付枚数　申請時期により、交付
枚数が異なります
８月申請＝５枚／９月～ 12月申請
＝４枚／平成 30年１月～２月申請
＝３枚／３月申請＝２枚
▽受付時間　午前８時半～午後５時
（即日交付）
▽助成金額　１枚につき500円
▽申請・交付場所　介護福祉課（市
役所新館３階）／岩木総合支所民生
課（賀田１丁目）／相馬総合支所民
生課（五所字野沢）

▽申請・交付に必要なもの　住所・
年齢が分かるもの（保険証や免許証
など）、印鑑
■問介護福祉課（☎40・7072）

子育て支援
アンケートにご協力を
　子育て支援施策のニーズや課題を
把握するため、アンケート調査を実
施します。
▽対象　市内在住の２歳・５歳児の
保護者（抽出）、市立小学校２・５
年生、市立中学校２年生の保護者
▽調査方法　アンケート用紙は、未
就学児は郵送し、小・中学生は学校
を通じて配布します。専用の返信用
封筒で郵送の上、提出をお願いしま
す。
■問子育て支援課（☎40・7038）

自衛官募集
【航空学生】
▽受験資格　航空…高卒（見込みを
含む）以上 21歳未満の人／海上…
高卒（見込みを含む）以上 23歳未
満の人
▽受付期間　９月８日まで
▽試験日　９月18日（月・祝日）
【一般曹候補生】
▽受験資格　18歳以上27歳未満の人
▽受付期間　９月８日まで
▽試験日　９月16日・17日
【自衛官候補生】
▽受験資格　18歳以上27歳未満の人
▽受付期間　９月８日まで
▽試験日　男性＝９月 22 日～ 29
日／女性＝９月22日
【防衛大学校（推薦）】
▽受験資格　高卒（見込みを含む）
以上21歳未満の人
▽受付期間　９月５日～７日

▽試験日　９月23日・24日
【防衛大学校（総合選抜）】
▽受験資格　高卒（見込みを含む）
以上21歳未満の人
▽受付期間　９月５日～７日
▽試験日　９月23日
【防衛大学校（一般前期）】
▽受験資格　高卒（見込みを含む）
以上21歳未満の人
▽受付期間　９月５日～ 29 日
▽試験日　11月 4日・5日
【防衛医科大学校医学科学生】
▽受験資格　高卒（見込みを含む）
以上21歳未満の人
▽受付期間　９月５日～ 29日
▽試験日　10月 28日・29日
【防衛医科大学校看護科学生（自衛
官候補看護学生）】
▽受験資格　高卒（見込みを含む）
以上21歳未満の人
▽受付期間　９月５日～29日
▽試験日　10月 14日
【自衛隊候補生（男女）】
▽受験資格 18歳以上 27歳未満の
人
▽受付期間　11月 17日まで
▽試験日　12月３日
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎ 27・3871）

強引な布団の訪問販売
業者にご注意を
　訪問販売業者による布団の販売や
リフォーム契約に関するトラブルが
発生しています。突然の訪問を受け、
勧誘や契約を拒否したのに、強引に
契約を迫られて困ったなどの事例も
あります。ひとりで悩まずに家族や
市民生活センターへご相談を。
■問市民生活センター（駅前町、ヒロ
ロ３階、☎ 34・3179、月曜日は
休み）

弘前地区環境整備
センタープラザ棟の催し

　家庭にある使い古しのタオルや手ぬぐいを使って
布ぞうりを作ります。
▽とき　９月23日（土・祝）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　２階体験教室
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　中学生以上＝ 20 人
（初参加の人を優先します）
▽参加料　無料　　
▽持ち物　フェースタオル４枚、手ぬぐい２枚（共
に使い古しのもの）、昼食、作業しやすく汚れても
いい服装
▽受付開始　９月10日から

▽作品テーマ　食品トレーを使った作品
▽展示・投票期間 　９月16日～ 11月 12日の午
前９時～午後４時（10月１日を除く）
▽ところ　２階研修室

■問弘前地区環境整備センタープラザ棟（☎36・3388、
受付時間は午前９時～午後４時）
※月曜日は休館日、月曜日が祝日の場合は翌日が休館日。

布ぞうり作り教室 廃品おもしろ工夫展 in プラザ棟

作品展示と一般投票

有 料 広 告有 料 広 告

　小学生が廃品をも
とに作ったさまざま
な作品を展示し、一
般投票を行います。
投票数により、学年
ごとにプラザ賞を授
与します。 前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,507人　   （-            123）
　 男　　  80,010人　   （-                       75）
　 女　　  94,497人　   （-                       48）
・世帯数　 71,681世帯    （-                    11）
平成 29年 7月１日現在（推計）
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