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 暮らしのinformation

 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
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）

「子どもの作品展示会」
作品募集
　11 月３日に開催する「第 57 回
弘前市子どもの祭典」で展示する作
品を募集します。人を笑顔にする作
品を奮ってご応募ください。
▽対象　市内の小・中学生（書道の
部は未就学児も可）
▽応募規定など　
○団体作品　
１つの作品を２人以上で作成。絵画
や工作など内容は自由
○個人作品　
①工作の部…自分で作った工作作品
②絵画の部…八つ切りサイズの画用
紙に描いた作品
③書道の部…補助線なしの四つ切半
紙に書いた作品（課題…津軽弁〈小
学校３年生まで〉、人を笑顔にする
書道〈小学校４年生以上〉、いずれ
も言葉は自由で、半紙の左側に学校
名・学年・氏名を記入）
※各団体・個人ともに水漏れの可能
性のあるもの・植物・昆虫標本の類
は出品不可。各部門応募は１点まで。
▽応募方法　作品に、タイトル・住
所・氏名（ふりがな、団体作品は代
表者氏名と製作者全員分）・性別・
学校名（団体名）・学年・電話番号
を記入したものを添付し、郵送また
は持参してください。作品出品票は、
中央公民館事務室で配布するほか、
ホームページにも掲載しています。
▽受付期間　９月 10日までの午前
８時 30分～午後５時（火曜日を除
く）
▽その他　各部門の優秀作品に選ば
れた人は「子どもの祭典」式典で表

彰／応募作品は 11月４日～ 18日
に、中央公民館事務室で返却します。
■問弘前市子どもの祭典実行委員会
事務局（〒 036・8356、下白銀
町 19 の４、弘前文化センター１
階中央公民館内、☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

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　①②いずれにも該当する人
①知的障がいがあり、愛護手帳（療
育手帳）を持っている人、または医
師もしくは公的機関（児童相談所等）
による知的障害者であることの証明
書が提出できる人
②通学時間がおおむね１時間以内の
人
▽定員　小学部第１学年＝３人、第
３学年＝１人、第５学年＝１人／中
学部第１学年＝６人（小学部連絡進
学予定者３人を含む）、第２学年＝
２人、第３学年＝３人／高等部第１
学年＝８人（中学部連絡進学予定者
６人を含む）
▽応募書類の交付　９月 20日まで
（土・日曜日、祝日を除く）の午前
８時30分～午後３時
※入学選考出願前に入学相談が必
要。相談は９月７日まで受け付けま
すので、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（☎36・5011）

プラザ棟　eco フリー
マーケット出店者募集
▽とき　９月１日・２日、午前 10
時～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）２階研
修室
▽募集区画　15区画
▽出店料　無料
▽応募方法　申込用紙に必要事項を
記入の上、７月 15日～８月 12日
に持参、郵送またはファクスで弘前
地区環境整備センタープラザ棟へ。
※申込用紙はプラザ棟で配布して
いるほか、ホームぺージ（http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
kankyoseibi/plaza/）からダウ

ンロードできます。
▽その他　応募多数の場合は抽選で
決定し、８月 14日以降、応募者全
員に結果を連絡します。
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388、午前９時～午
後４時、月曜日は休館日）

津軽の食と産業まつり
出展者募集
▽とき　10 月 26 日～ 28 日の午
前９時30分～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ターおよびエントランス広場（豊田
２丁目、運動公園内）
▽出展料　１コマ＝１万8,000円
▽共益費　屋内（主に物販・企業PR
など）…１店舗 5,000 円／屋外テ
ント村（主に飲食）…１店舗１万
円
※その他、必要に応じて経費がかか
る場合があります。
■問８月 24日の正午までに、津軽の
食と産業まつり運営協議会事務局
（上鞘師町、弘前商工会議所内、☎
33・4111）へ。

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
▽試験日　９月17日

【一般曹候補生】
▽受験資格　18 歳以上 27 歳未満
の人
▽試験日　９月23日

【自衛官候補生】
▽受験資格　18 歳以上 27 歳未満
の人
▽試験日　男性＝９月 29 日・30
日／女性＝９月20日
～共通事項～
▽受付期間　９月７日まで
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

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剣道暑中稽古 ７月 23 日～ 27 日の
午前 6 時～ 8 時

市民体育館（五十
石町）競技場 剣道の朝稽古 150 人 無料 市民体育館

（☎ 36・2515）

②躰道暑中稽古 ７月 25 日～ 27 日の
午前 6 時～ 7 時

弘前 B&G 海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）競技場

躰道の朝稽古 50 人 無料

弘前 B&G 海洋セ
ンター

（☎ 33・4545）

③柔道暑中稽古 7 月 25 日～ 28 日の
午前 6 時～ 7 時

弘前 B&G 海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）武道館

柔道の朝稽古 50 人 無料

④少年少女バレー
ボール教室

7 月 21 日（土）、午
前 9 時～午後 5 時

弘前 B&G 海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）競技場

バレーボールの基本 小学生＝
100 人 無料

⑤Ａｆｔｅｒ ＳＵＰ
（アフターサップ）

8 月 17 日・24 日・
31 日・1 回目＝午後
6 時～／ 2 回目＝午後
7 時～

城北ファミリープ
ール（八幡町１丁
目）

スタンドアップパド
ルボードの体験

小学校 3 年
生以上＝各
回 5 人

1 回 700 円

⑥スクラッチゴル
フコンペ兼市民ゴ
ルフ場選手権予選

8 月 12 日（日）、午
前 8 時 30 分～午後 1
時

岩木川市民ゴルフ
場（清野袋２丁目）  16 人 3,500 円 岩木川市民ゴルフ場

（☎ 36・7855）

⑦テニス体験教室
（午前）

8 月 22 日～ 10 月
17 日の毎週水曜日、
午前 10 時～正午 運動公園（豊田２

丁目）庭球場 基本のストローク

未経験者・
ラリーの続
かない人（学
生を除く）
＝ 10 人

無料
７月 31 日までに、
運動公園（☎ 27・
6411）へ。⑧テニス体験教室

（夜）
8 月 21 日～ 10 月 9
日の毎週火曜日、午後
7 時～ 9 時

⑨カヌー教室 7 月 31 日（火）、午
前 9 時～午後 3 時

津軽ダム周辺（西
目屋村） カヌー体験 小学生＝

20 人 1,500 円

開催日の 7 日前ま
でに、岩木山総合公
園（☎ 83・2311）
へ。

⑩木登り体験 8 月 3 日（金）、午前
10 時～午後 3 時

津軽白神湖遊々の
森（西目屋村） 木登り体験 小学生＝

20 人 1,500 円

⑪卓球入門教室 8 月 7 日（火）、午前
10 時～ 11 時 30 分

岩木山総合公園（百
沢字裾野）体育館 卓球の基礎 小学生＝

20 人 500 円

⑫川歩き体験 8 月 10 日（金）、午
前 10 時～午後 3 時

暗門の滝（西目屋
村） 川歩き体験 小学生＝

10 人 1,000 円

⑬リフレッシュ☆
ストレッチ教室

８月 15 日～９月 19
日の毎週水曜日、午後
１時 30 分～ 2 時 30
分 金属町体育センタ

ー集会室

自宅で手軽にできる
ストレッチ体操 市民＝12 人 無料 ７月 31 日までに、

金属町体育センター
（〒 036・8245、
金属町１の９、☎
87・2482）へ。

（※ 1）
⑭気軽にスポーツ
体験教室

８月 17 日～ 10 月
19 日の毎週金曜日、
午前 10 時 30 分～正
午

ラージボール卓球・
ソフトバレーボール
など

市民＝15 人 無料

⑮温水プール石川
水中エクササイズ

８月 21 日・28 日の
午後１時～ 1 時 45 分

温水プール石川（小
金崎字村元）

水中での歩行、ジャ
ンプ、キックなどの
エクササイズ

65 歳以上の
市民＝各回
20 人（先着
順）

無料
温水プール石川

（☎ 49・7081）
（※ 2）

名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

精神対話士の
「ほっ！と相談」

７月 29 日（日）、午前
10 時～午後２時

ヒロロ（駅前町）
３階多世代交流
室 C

病気・生活・仕事・人生に関する悩みについて
メンタルケア協会青
森事務所（寺山さん、
☎携帯 090・7793・
8595）

くらしとお金の
安心相談会

８月１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２日・９日・16 日・
23 日・30 日の午前 11
時～正午、午後３時～
４時（23 日は午後６時
～７時も受け付け）、８
月 26 日の午前 11 時～
正午、午後２時～３時

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）

７月 31 日までに、収
納課（☎ 40・7032、
40・7033）

保育のお仕事出張
相談会

８月 19 日（日）、午前
10 時～午後３時

ヒロロ（駅前町、
３階）イベント
スペース

保育所保育指針改訂ポイント講座（午前 11 時～
11 時 30 分）、県保育士・保育所支援センター職
員による個別相談、保育求人情報の閲覧・紹介

青森県社会福祉協議
会福祉人材課（☎青
森 017・718・
2225）

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・電話番号・教室名を記入の上、各申込先まで申し込みを。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。
※2…水着、水泳帽、バスタオルの持参を。
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。

各種無料相談

●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


