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chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、
火曜日は休み）へ。

ひろさき就職説明会・面接会

▽とき　11月 29日（水）、午後１
時～４時（受け付けは午後０時半～
３時）
▽ところ　アートホテル弘前シティ
（大町１丁目）３階プレミアホール
▽対象　ハローワークに求職登録し
ている人（当日、会場でも登録可）
▽持ち物　履歴書、ハローワーク
カード
▽参加料　無料
▽その他　UJI ターン求職者を対象
とした、スカイプ面談を実施します。
希望者は事前に申し込みを。
※参加企業など、詳しくは青森労働
局か市ホームページでご確認を。
■問 I・M・S（弘前就労支援センター
内、駅前町、ヒロロ３階、☎ 55・
5608）

子どもミュージカルクラブ
短期集中講座
▽とき　12 月 25 日～ 27 日、平
成 30年１月５日～７日の午後１時
～２時半（計６日間）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　最終日の発表を最終目標と
したミュージカルの基礎練習…講
師・清水知子さん、前田美代子さん
（情報ネットワークグループ「リエ
ゾン」）
▽対象　市内の小学校３年生～中学
生＝20人
▽参加料　1,000円
※応募者が少ない場合は開催しない
ことがあります。
■問 12 月９日までに、直接来館する
か、はがき、ファクスまたはEメー
ル（住所、氏名〈ふりがな〉、性
別、電話番号、学校名、学年・保
護者氏名を記入）で、中央公民館
（〒036・8356、下白銀町19の４、
☎ 33・6561、■Ｆ 33・4490、■Ｅ

一日体験ボランティア
▽とき　12月１日（金）
　　　　午前９時20分～午後３時半
▽ところ　聖康会病院ディケアぶど
うの樹（和泉２丁目）
▽内容　ディケアぶどうの樹の入所
者と一緒におやつ作りと茶話会をし
ます。
▽持ち物　昼食、内履き、エプロン、
三角きん、飲み物
▽参加料　無料
▽対象　初めて参加する市民＝５人
（先着順）
■問 11 月 17 日～ 29 日に、ボラン
ティア支援センター（市民参画セン
ター内、☎38・5595）へ。

弘前市芸術文化施設に
関する事業進捗報告会
　市では、平成 32年４月の開館に
向け、標記施設の設計業務を計画通
りに進めています。施設に配置する
作品展示スペースや市民活動・交流

 その他
  

名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

空き家・空き地
相談会

11 月25日（土）、
午後１時半～３時半

総合学習センタ
ー（末広４丁目）
２階セミナー室

宅地建物取引士、住まいアップアドバイザー
（建築士）、司法書士による、空き家・空き地
に関する相談会

青森県宅地建物取引業協会
弘前支部（☎ 26・1030）

今先生の無料健
康相談

12月２日・16日の
午後１時～４時（時
間指定不可）

ヒロロ（駅前町）
３階健康広場相
談室

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測定結果につ
いての相談（事前の電話予約が必要）

健康広場（☎ 35・0157）

ファイナンシャル
プランナーによる
無料納税相談

12月７日・14日・
21日・24日・28
日の午前10時～11
時、午後２時～３時
（21日は午後６時～
７時も受け付け）

収納課（市役所
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）

労働相談会 12月12日（火）、午
後１時半～３時半

青森県労働委員
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）

青森県労働委員会事務局
（☎青森017・734・9832）

総合市民相談
12月 16日（土）、
午前 10時～午後３
時（正午～午後１時
を除く）

市民生活センタ
ー（駅前町、ヒ
ロロ３階）

弁護士、税理士、人権擁護委員、行政相談委
員などによる、法律、税務、金銭貸借（消費
者金融）、相続・遺言、登記、離婚、家庭内の
相談（弁護士との相談は予約制〈先着８人〉で、
予約は 12月１日の午前８時半から電話で、
受け付け開始。なお、それ以外の相談は、事
前の予約は不要。当日直接会場へ）

市民生活センター
（☎33・5830、34・3179）

 各種無料相談

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。持ち物は問い合わせを。各自傷害保険に加入を。

 各種スポーツ・体操教室

 

 

スペースなど、現時点における設計
内容や事業計画の概要について報告
会を開催します。
▽とき　12 月４日（月）、午後６
時～７時半ごろ（受け付けは午後５
時半～）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問吉野町緑地整備推進室（☎ 40・
7123）

自衛官募集

【高等工科学校生徒】
▽受験資格　中卒（見込みを含む）
17歳未満の男子
▽受付期間　推薦＝ 12月１日まで
／一般＝平成30年１月９日まで
▽試験日　推薦＝１月６日～８日の
指定する日／一般＝１月20日
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎ 27・3871）

あおもり子育て応援パスポート

　買い物などで割引などのサービス
が受けられます。随時申請を受け付
けています。
▽対象世帯　18歳未満の子どもの
いる世帯および妊婦がいる世帯
▽申請方法　
◎インターネットによる申請
　青森県電子申請・
届出システム内の
「あおもり子育て応
援パスポート申込
手続き」にアクセ
スし、必要事項を
入力してください。
◎郵送・ファクスよる申請
　ホームページ（https://www.

pref.aomori.lg.jp/soshiki/
kenko/kodomo/files/moushiko
mi.pdf）から申込書をダウンロー
ドの上、必要書類を添付し、提出し
てください。
■問青森県子ども家庭支援センター
（☎青森 017・732・1011、水曜
日は休み）

知っていますか？里親のこと

【里親制度にご理解とご協力を】
　親の病気や離婚、虐待など、さ
まざまな理由で親元で暮らすこと
のできない子どもがいます。この
ような子どもの約９割が児童養護
施設などの児童福祉施設で生活し
ています。
　子どもたちが温かい愛情に包まれ
て暮らせるよう、自分の家庭に迎え
入れ、一定期間養育する「里親」に
なってくれる人を求めています。
　子どもの養育中は、生活費や教
育費などの委託費が支給されます。
希望者には、制度や申請手続きに
ついて詳しく説明しますので、ご
相談を。
■問弘前児童相談所（☎36・7474）

献血にご協力を

　一人でも多くの方の献血へのご協
力をお願いします。
【複数回献血クラブ新規会員キャン
ペーン】
　平成 30年 3月 31日までに、登
録をして、仮登録完了画面を献血
スタッフに提示すれば、オリジナ
ル B6 リングノートを差し上げま
す。登録方法は、専用ホームページ
（http://www.kenketsu.jp/） を
ご覧ください。なお、献血経験がな
い場合は登録できません。

【学生ボランティア募集】
　全国で約 6,000 人の学生ボラン
ティアが活躍中です。県では、青森
県学生献血推進連絡会が定期的に会
議を開催したり、街頭での献血の呼
びかけを行っています。関心のある
大学生は、問い合わせを。
【セミナー】
　赤十字や献血についての疑問に何
でも答えます。学校や事業所、団体
の集まりや地域のイベントなど、ど
こへでも伺います。
■問青森県赤十字血液センター（三戸
さん、☎青森017・741・1512）

11
月
の
催
し

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会　カシオペヤ座とすば
るを楽しもう
▽とき　11 月 25日（土）、午後
７時～９時半
▽ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）天文台
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時半）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休み）

　・人口　  174,287人　   （－          23）
　 　　男　　  79,950人　   （+             10）
　　 　女　　  94,337人　   （－       33）
　・世帯数　 71,813世帯   （+             88）
 平成 29年 10月１日現在（推計）

 

人の動き PopulationPopulation

教室名 とき ところ 内容 定員・対象 参加料 問い合わせ・申込先
①はじめて
のボクシン
グ教室

11月 28日、12月 5日・
12日の毎週火曜日、午
後 7時～ 8時

勤労青少年ホ
ーム（五十石
町）1階集会室

基本フォーム、シャドーボ
クシング、ミット打ち体験、
タッチボクシング

小・中学生およ
びその保護者＝
20人（先着順）

無料
弘前ボクシング協会
 （福眞さん、☎携帯090・
4885・1518）

②武術の講
習会

①韓氏意挙初級講習会＝
12月３日の午後２時～
／②兵法武学研究会講習
会＝ 12月３日の午後５
時～、４日の午後６時～

市内
※詳しくは、
問い合わせを。

①中国武術の講習会／②
武術から見た「立つ」「座
る」「しゃがむ」といっ
た根本動作を学ぶ講習会

①
8,500円
②
6,500円

日本韓氏意挙学会青森分館
（櫻庭さん、☎携帯 090・
7065・9076）


