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企業 PR プレゼンテーション
講習会
　会社説明会等で自社の魅力を効果
的に発信し、採用力を高めるための
講習会を開催します。
▽とき　10月 11日（木）、午後１
時30分～４時 30分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　プレゼンテーション戦略、
シナリオ＆デリバリースキル
▽講師　益山健一さん（キャリアバ
ンク常務取締役、ジョブカフェあお
もりスーパーバイザー）
▽対象　ハローワークへ事業所登録
をしている企業＝10社（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　9月27日までに、
電話で申し込みを。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（駅前町、ヒロロ３階、
弘前就労支援センター内、☎ 55・
5608）

観光ボランティアガイド
会員募集・ガイド見学会
　現役ガイドと弘前公園を散策して
ガイドの仕事を見学してみませんか。
▽とき　９月 29 日・30 日の午前
10時～ 11時 30分
▽集合　市立観光館（下白銀町）１
階インフォメーション前
▽対象　「津軽ひろさき検定」初級
試験合格者およびこれから受験しよ
うと考えている人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前観光ボランティアガイドの会
（弘前観光コンベンション協会内、
☎35・3131）

一日体験ボランティア
参加者募集
　ボランティア活動を始めるきっか
けとして、一日だけの体験をしてみ
ませんか。
▽とき　10月６日（土）
　　　　午前９時～11時 30分
▽集合　弘前文化センター（下白銀
町）３階工作実習室（活動場所は弘
前公園）
▽内容　「子ども自然観察クラブ」

が行う、草木を使ったアート教室の
手伝い
▽対象　市民＝６人（先着順）
▽持ち物　飲み物、帽子、動きやす
い服装、雨具（雨天時）
▽申し込み受け付け　９月 18日～
10月３日
■問ボランティア支援センター（元寺
町、市民参画センター内、☎ 38・
5595）

市街化調整区域での開発行為
について
　市街化調整区域は、市街化を抑制
する区域であるため、建物を建築す
るために造成したり土地の地目の変
更などの開発行為を行うときは、許
可を受ける必要があります。無許可
で開発行為を行ったり、建物の使い
方や居住者を変更した時は、是正指
導の対象となる場合があるほか、悪
質なときは罰則の規定が適用される
場合があります。
　また、市街化調整区域には、立地
可能な建築物の用途に制限がありま
すが、一戸建ての住宅が建築可能と
なる緩和区域もあることから、開発
行為を行う際は、資料（公図、土地・
建物の登記事項証明書など）を持参
の上、事前にご相談ください。
■問建築指導課（☎40・7053）

10 月１日～７日は「公証週間」

　公証人は、国の一機関として、地
域住民の財産などの権利や生活を守
り、トラブルを未然に防ぐためにさ
まざまな業務をしています。手数料
は法令により定められていますの
で、安心して利用ができます。
　公証事務に関する相談は無料で
行っていますので、お気軽にご相談
ください。
【業務内容】
公正証書で契約書を作り、大切な財
産を守ります／公正証書で遺言書を
作り、大切な人に遺産を譲ります／
公正証書で養育費の給付契約書を作
り、子どもの将来を守ります／任意
後見契約書を作り、老後の安心を確
保します／会社等を設立するための
定款を認証します
■問弘前公証役場（公証人・藤部さん、
新町、☎34・3084）

イベント民泊セミナー

【あなたも「民泊」で受け入れして
みませんか？】
　イベント民泊を始め、民泊全般に
ついて分かりやすく説明します。
▽とき　10月４日（木）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　市役所６階大会議室
▽講師　小柳秀吉さん（パソナ）
▽対象　市民＝30人（先着順）
▽申し込み方法　10月１日までに、
電話かファクスまたはEメール（住
所・氏名・団体名・連絡先を記入）
で申し込みを。
■問観光政策課（☎ 35・1128、■Ｆ
38・5867、 ■Ｅ kankou@city.
hirosaki.lg.jp）

くらしとお金の安心相談会

▽とき　10月３日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
▽相談料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

法の日司法書士
無料法律相談会
　10月１日は法の日です。日常生
活での困りごとや法律上の悩みにつ
いて、司法書士が相談に応じます。
▽とき　10月６日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）４階第３研修室
▽内容　相続・登記・成年後見・多
重債務・裁判所提出書類作成など
▽相談料　無料（具体的な手続が必
要になる場合には、別途費用がかか
ります）
※相談は先着順。秘密は厳守します。
▽その他　上記以外でも青森県司法
書士会総合相談センター（☎フリー
ダイヤル 0120・940・230）で
無料相談を受け付けています。
■問青森県司法書士会（☎青森 017・
776・8398、■Ｆ 017・774・7156）

有 料 広 告 有 料 広 告

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水泳教室
（背泳）

10 月 9 日～ 26 日の毎
週火・金曜日、午前 10
時～ 11 時

温水プール石川
（小金崎字村元） 背泳ぎの基本

クロールで 25
ｍ泳げる市民＝
15 人

無料

9 月 28 日（必着）までに、
温水プール石川（〒
036・8123、小金崎字
村元 125、☎ 49・
7081）へ。

（※ 1）

②温水プール石
川～健康サポー
ト教室

10 月９日・23 日の午
後２時～３時

温水プール石川
（小金崎字村元）
研修室

脳の活性化プログ
ラム、シニア向け
の簡単なエアロビ
クス、ストレッチ
等の楽しい運動

65 歳以上の市民
＝各回 25 人（先
着順）

無料
９月 15 日から、温水プ
ール石川（☎ 49・
7081）へ。

（※ 2）

③ヒロロで走ろ
う！かけっこ教
室

10 月 10 日～ 31 日の
毎週水・金曜日、午後 4
時 30 分～ 6 時

ヒロロ（駅前町）
3 階イベントスペ
ース

走る、跳ぶ等の全
身運動

小学校 1 ～ 3 年
生＝ 20 人 無料

9 月 27 日（必着）までに、
河西体育センター（〒
036・8316、石渡１丁
目 19 の１、☎ 38・
3200）へ。

（※１）

④一般初級・
中級水泳教室

10 月 11 日～ 12 月 20
日の毎週木曜日（11 月
8 日を除く）、午後 7 時
～ 8 時

温水プール石川
（小金崎字村元）

初級者＝水慣れ、
けのびクロール／
中級者＝ 4 泳法を
楽しく泳ぐ

水泳を始めたい
市民（初級者）
＝ 10 人／種目
問わず 25 ｍ泳
げる市民（中級
者）＝ 10 人

無料
9 月 30 日（必着）までに、
岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター

（〒 036・1332、兼平
字猿沢 32 の 11、☎
82・5700）へ。

（※ 1）
⑤のみ（※２）⑤バドミントン

初心者教室

10 月 12 日 ～ 12 月 14
日の毎週金曜日（11 月
16 日・23 日 を 除 く ）、
午前 10 時～ 11 時 30 分

河西体育センタ
ー（石渡１丁目）

ラケットの持ち方
からゲームまで 市民＝ 15 人 無料

⑥ソフトバレー
ボール体験教室

10 月 11 日～ 11 月 15
日の毎週木曜日、午後 1
時～ 2 時 30 分

金属町体育セン
ター

ルール説明、ボー
ル慣れ、ゲームの
実施

市民＝ 12 人 無料

9 月 30 日（必着）までに、
金属町体育センター（〒
036・8245、金属町１
の９、☎ 87・2482）へ。

（※１）（※２）

⑦いつまでも健
康で！笑顔で健
康体操Ⅱ

10 月 1 日 ～ 12 月 17
日の毎週月曜日、午前
10 時～ 11 時

弘前Ｂ＆Ｇ海洋
センター（八幡町
１丁目）

リズム体操やスト
レッチ体操、月 1
回美容のレクチャ
ー

おおむね 60 歳
以上の市民＝ 30
人

3,300 円 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎ 33・4545）

⑧ 2018 ヨネッ
クスソフトテニ
スキッズアカデ
ミー

10 月 6 日（土）、①午
前 10 時～正午、②午後
1 時 30 分～ 3 時 30 分

岩木山総合公園
（百沢字裾野）

初心者向けのソフ
トテニス教室

① 5 ～ 8 歳＝
30 人／② 8 ～
10 歳＝ 30 人
※ともにソフト
テニス未経験者。

無料
岩木山総合公園（☎
83・2311）

（※ 2）

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・生年月日・電話番号・教室名・希望コース（時間帯）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…室内用シューズの持参を。
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。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

 


