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弘前ポスター展
参加高校生募集

　広告のプロが講師としてサ
ポートし、土手町商店街のポス
ター制作ワークショップを行い
ます。完成したポスターは商店
街に展示し、土手町の魅力を全
国に発信します。
▼とき　８月 19 日（月）～
22日（木）
※ 22日は予備日。それぞれ半
日の参加も可。
▼対象　市内に在住または市内
の高校に在学している高校生＝
20人程度（応募者多数の場合
は抽選で決定） 
▼応募方法　７月 26 日（金）
までに、Ｅメール（氏名、年齢、
学校名・学年、連絡のとりやす
い電話番号を記入）で、申し込
みを。
※詳しくは市ホームページで確
認するか、問い合わせを。
■問未来の担い手・地域づくり推
進委員会事務局（広聴広報課内、
☎40-0494、■Ｅ kochokoho@
city.hirosaki.lg.jp）

津軽の食と産業まつり
出展者募集

▼とき　10 月 18 日（金）～
20 日（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
（ともに豊田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。

▼申込期限　８月 23日（金）、
正午
■問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）

弘前市民体操祭演技発表
グループ募集

▼とき　10月 14日（月・祝）
　　　　午前９時30分～
▼ところ　市民体育館（五十石町）
▼対象　体操やエアロビクス、
ジャズダンスなどを行っている
４人以上のグループ
▼発表時間　１グループ＝５～
７分程度
▼参加料　大学生以上＝ 100
円、高校生以下＝50円
※各自傷害保険などに加入を。
▼申込期限　７月28日（日）
■問弘前体操連盟（宮地さん、☎
兼■Ｆ 32-2988）

青森県立障害者職業訓練校
作業実務科オープンスクール

知的障がいのある人とその家
族、支援機関などの人を対象と
した見学会です。
▼とき　７月26日（金）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　県立障害者職業訓練
校作業実務科実習棟（緑ケ丘１
丁目）
▼内容　訓練見学（園地〈畑〉、
介護実習、清掃実習）、訓練内容・
就職支援などの説明
▼持ち物　室内用シューズ
※園地（畑）を見学するため、
汚れてもよい履物で参加を。
▼申し込み方法　７月 19 日
（金・必着）までに、申込書（ホー
ムページからダウンロードでき
ます）に必要事項を記入の上、
郵送かファクスまたはＥメール
で申し込みを。
■問県立障害者職業訓練校訓練課

（〒036-8253、緑ヶ丘１丁目
９の１、☎ 36-6882、■Ｆ 36-
7255、 ■Ｅ shokunko@pref.
aomori.lg.jp)

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　知的障がいがあり、愛
護手帳（療育手帳）を持ってい
る人、または医師による知的障
害者であることの証明書が提出
できる人で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４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３学年＝２人
／高等部第１学年＝８人（中学
部連絡進学予定者５人を含む）
▼応募書類の交付期限　９月
20日（受け付けは平日の午前
８時30分～午後３時）
※入学選考出願前に入学相談が
必要。相談の申し込みは９月６
日（金）まで。
■問弘前大学教育学部附属特別支
援学校（☎36-5011）

津軽サービスエリアを
利用しませんか

　今春、東北自動車道津軽サー
ビスエリアをリニューアルし、
地域の皆さんがイベントなどで
活用できる屋根付きのイベント
スペースを上下線ともに設置し
ました。原則無料で利用できま
すので、音楽演奏や郷土芸能の
発表などにぜひご利用くださ
い。
■問 NEXCO東日本青森管理事
務所（☎017-782-1431）

クマの被害に遭わないために

　クマが広い範囲で活動する時
期です。クマが活発に活動する

早朝や夕方は山に入らないよう
にするなど、被害に遭わないよ
うご注意ください。万が一、ク
マに遭遇してしまったら刺激せ
ずに静かに後退してその場を立
ち去りましょう。
　市や県のホームページにはク
マの出没情報などを掲載してい
ますので、情報を収集し、安易
に近づかないよう注意してくだ
さい。
■問農政課（☎40-0504）

津軽広域水道企業団
津軽事業部職員募集

【上級（一般行政、土木、電気、
機械）】
▼応募資格　昭和 55年４月２
日～平成 10年４月１日までに
生まれた人
▼採用予定人数　各１人
▼第１次試験　９月８日（日）、
弘前大学総合教育棟（文京町）
▼受験申込書の提出方法　必要
事項を記入し、必要書類を添え
て８月23日（金・必着）までに、
津軽広域水道企業団津軽事業部
総務課（〒 036-0342、黒石
市大字石名坂字姥懐２）へ郵送
か持参を。
※受け付けは平日の午前８時30
分～午後５時。試験実施案内お
よび受験申込書は、ホームペー
ジ（http://www.tusui.jp/）か
らダウンロードできます。
■問津軽広域水道企業団津軽事業
部（☎52-6033）

農作業従事者を募集

▼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）
※半日や短時間勤務なども相談
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　日給 6,240 円以上
（JAつがる弘前）、園主との話
し合いで決定（JA相馬村）
▼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）

津軽塗職人を
目指してみませんか

　伝統的工芸品「津軽塗」の担
い手となる後継者育成のため、
研修生を募集します。
▼研修期間　９月２日からの毎
週月・水・金曜日、午前９時～
正午
※令和５年３月までの研修を予
定。研修期間や受講料は変更に
なる可能性があります。
▼ところ　弘前職業能力開発校
第二校舎（田町５丁目）２階
▼内容　津軽塗に関する講義と
技術研修
▼対象　市内に在住する 50歳
未満の人＝２人程度
▼受講料　月額5,000円
▼応募方法　履歴書および応募
理由書を記入の上、８月 15日
（木）までに郵送か直接提出し
てください。
※応募理由書は、青森県漆器協
同組合連合会（神田２丁目）お
よび産業育成課（市役所５階）
に備え付けてあるほか、市ホー
ムページからもダウンロードで
きます。
▼選考方法　書類選考、面接
■問青森県漆器協同組合連合会
（〒036-8061、神田２丁目４
の９、☎兼■Ｆ 35-3629）

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

◎予定が変更となる場合があり
ますので、受診する際は事前に
弘前市医師会・弘前歯科医師会
ホームページや電話でご確認く
ださい。
◎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）へお問
い合わせください。

内　科
８／４ 小堀クリニック
（中野２）

☎32-7146

11 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

18 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

25 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻咽喉科・眼科
8／18 のだ眼科・血管内科

クリニック（神田３）
☎33-6611

25 福島耳鼻咽喉科
（百石町）

☎32-5032

歯　科
８／４ めぐみ歯科医院
（城東２）

☎28-3202

11 山崎歯科クリニッ
ク（宮川２）

☎36-8811

12 笹村歯科医院
（城東中央４）

☎28-0797

18 おおつ歯科クリニ
ック（山王町）

☎32-4832

25 和徳歯科医院
（和徳町）

☎32-2606

人の動き PopulationPopulation

前月比
・人口 170,766人（－97）
     男 78,178人（－62）
     女 92,588人（－35）
・世帯数 71,891世帯 （＋6）
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