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除方法などについては市ホームペー
ジにも掲載していますので、ご覧く
ださい。
■問環境管理課環境保全係（☎ 36・
0677）

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　普通自動車以上の運転免許
証を保有する市民で、①申込時に求
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
込時に失業中で、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歳以上の人のいずれか
▽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、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 17 日～ 24 日
（土・日曜日を除く）
▽申し込み手続き　印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給資格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（市役所５階、☎
35・1135）

弘前・白神アップルマラソンの
参加申し込み締切間近！
　申込パンフレットは市内の体育施
設にありますので、ぜひご参加くだ
さい。詳しくは問い合せを。
▽郵便・大会事務局締め切り　７月
27日
▽インターネット締め切り　７月
31日
■問弘前・白神アップルマラソン実行
委員会事務局（☎88・8399）

「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

　牛乳パックなどの「紙パック」と
生活の中から出た不用品を使って自
由な発想で制作した作品を募集しま
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　メインの部分が紙パックで
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 50㎝× 50㎝
× 50㎝以内
○その他　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
▽応募方法　申込用紙に必要事項を
記入し、８月 28日～９月９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 15日～ 11月
11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）

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）
※短時間勤務など相談に応じます。
▽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

イ学館（表町、アプリーズ４階）
▽対象者　申込時点で、市内に住所
を有する女性または 40歳未満の男
性で、次の①・②のいずれかに該当
する人
①失業中で求職中（雇用保険受給中
かハローワークに登録をして求職）
の人／②パート・アルバイト等で働
いている求職中の人（要件あり）
▽定員　介護・医療事務＝各 10人
／パソコン・日商簿記＝各５人（先
着順、選考面接あり）
▽受講料　対象者①＝3,000 円～
5,000 円、対象者②＝１万円～
１万 5,000 円（テキスト代・検定
料などは別途自己負担）
▽その他　申し込み方法など、詳し
くは市ホームページで確認するかお
問い合わせください。
■問商工政策課（市役所５階、☎
35・1135）

アメリカシロヒトリの駆除に
ご協力を
　ガの一種のアメリカシロヒトリ
は、幼虫期に樹木の枝・葉に白い糸
を巻き付けて巣網を作り、集団で巣

網内の葉を食べ尽くした後、付近一
帯の樹木に分散し、広く被害を及ぼ
します。
　このような被害が目立つようにな
る時期は、気象状況などによって変
動しますが、おおむね７月上旬から
中旬と８月下旬ごろの年２回です。
▽駆除・対策　葉にクモの巣のよう
な巣網を発見したら、巣網ごと切り
落として踏みつぶすか、ビニール袋
で二重に密封して燃やせるごみに出
してください。
　巣網への薬剤散布も有効ですが、
予防のための薬剤散布は効果があり
ません。薬剤は、ホームセンターな
どで市販されている毛虫用の殺虫剤
をお勧めします。ただし、使用方法
や周囲の環境には十分注意してくだ
さい。
　また、薬剤散布は地域ぐるみで一
斉に実施することが効果的であるた
め、市では町会を対象に噴霧機を貸
し出しているほか、弘前市町会連合
会では各町会を通して、薬剤費の補
助をしていますのでご活用くださ
い。自分で駆除できない場合は、造
園業者や害虫駆除の専門業者に相談
を。アメリカシロヒトリの生態や駆

市民参画センターからのお知らせ

【開館時間の変更】
　ねぷたまつり期間につき、次のと
おり開館時間を変更します。
▽変更期間　８月１日～４日
▽開館時間　午前９時～午後５時
【臨時休館】
　設備の点検などのため、次の期間、
休館します。
▽期間　８月27日・28日
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

若年者と女性のための
資格取得支援事業
　求職中の若年者および女性を対象
とした、介護職員初任者研修、パソ
コン（初級・中級）、医療事務、日
商簿記（２級・３級）の講習会を開
催します。マンツーマン形式（介護
研修を除く）で個人にあった授業を
行い、早期就職を支援します。
▽ところ　介護職員初任者研修、パ
ソコン、日商簿記…ＪＭＴＣ弘前教
室（外崎４丁目）／医療事務…ニチ

　大森勝山遺跡は、今から約3,000
年前の縄文時代晩期の環状列石（ス
トーンサークル）を有する国の史跡
です。岩木山麓の豊かな自然の中、
遺跡を舞台にした体感イベントで縄
文時代に想いをはせてみませんか。
▽とき　８月５日（日）、午前９時
～午後３時（小雨決行）
▽ところ　史跡大森勝山遺跡（大森
字勝山）
※駐車場に限りがありますので、な
るべく乗り合いでお越しください。
また、当日は JR弘前駅城東口より、
午前９時から午後２時まで１時間ご
とに送迎バスを運行します。
▽内容
①おおもりかつやま展望台…再現さ

れた環状列石と竪穴建物、岩木山を
望む絶景を楽しめます。
②おおもりかつやま遺跡探検隊…史
跡大森勝山遺跡をくまなく案内しま
す（午前 10時～、午後２時～、１
回40分程度）。
③おおもりかつやま縄文クイズラ
リー…遺跡内に設置されたクイズに
挑戦できます。
④地産地消ふるまい鍋…地元町会に
よる、無料のふるまい鍋（正午～午
後１時ころ）
⑤ちゃれんじ！野菜焼…地元産野菜
を石で造った炉で焼いて食べます。
⑥たいけん！竪穴建物…遺跡で見つ
かった竪穴建物を再現。
⑦ドキドキ！チェンソーアート…職

人による彫刻パフォーマンス。
⑧わくわく！じょうもん生活…土器
作り、火おこしなど、縄文時代の生
活を楽しく学べます。
⑨すそのよさこい…裾野小・中学生
によるよさこい演舞（午前 11時こ
ろ、雨天中止）
⑩おおもりかつやまミニ JAZZ コ
ンサート…ミニコンサートを行いま
す（午後１時ころ、雨天中止）
※④・⑤は無くなり次第終了。詳し
くは市ホームページ、チラシなどを
ご覧ください。
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 い 合 わ せ 先　文化財課（☎
82・1642）

人による彫刻パフォーマンス。

じ
大森勝山

ょうもん祭り

職業紹介所（☎ 82・1052）、ＪＡ
相馬村農作業従事者無料職業紹介所
（☎84・3215）

有 料 広 告

 

休日在宅当番

▽診療時間　内科…午前９時～正
午／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午
前10時～午後４時

◎休日・祝日の入院を必要としな
い軽症の急患や特定の診療科目に
対応するため、当番医がそれぞれ
の医院において診療します。

内　科
８／5 小堀クリニック

（中野２丁目）
☎32・7146

12 さがらクリニック
（桔梗野１丁目）

☎37・2070

19 伊東内科・小児科ク
リニック（元長町）

☎32・0630

26 弘前温泉養生医院
（真土） ☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
８／5 なんば耳鼻咽喉科

（高田５丁目） ☎55・8749
19 松本眼科（三岳町） ☎31・3211

歯　科
８／5 中畑歯科診療所

（山道町）
☎32・6650

11 川崎歯科（紙漉町） ☎33・7475
12 佐藤歯科医院

（大浦町）
☎36・0412

19 中川歯科医院
（松森町）

☎32・2188

26 第一歯科クリニック
（城東中央３丁目）

☎27・7706

◎休日の救急病院などについて
は、消防本部の救急病院案内専用
電話（☎ 32・3999）へ問い合
わせを。
◎日程は変更となる場合がありま
すので、あらかじめ当番医にご連
絡ください。

 
　６月 15日号でお知らせした
当番医（歯科）が一部変更とな
りました。変更後の内容は次の
通りです。お間違えのないよう
ご注意ください。
７月 22 日…おおしみず歯科
クリニック（大清水１）
７月 29 日…菊地歯科医院（中
野１）


