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有 料 広 告

弘大附属小学校児童募集

▼募集人員　107 人（附属幼
稚園からの進学者を含む）
▼資格
①平成 25 年４月２日～平成
26年４月１日生まれ
②保護者と同居していること
③通学時間が片道１時間以内で
あること（青森市からの通学は
浪岡地区のみ可）
▼応募書類の交付・受付  交付
＝９月 24 日～ 10 月 17 日／
受付＝ 10 月 23 日～ 11 月１
日（郵送不可）
※時間はいずれも午前９時～午
後４時（土・日曜日、祝日を除く）。
▼選考日程　選考日＝ 12月７
日／合格者発表＝12月 13日
■問弘前大学教育学部附属小学校
（学園町、☎32-7202）

弘大附属中学校生徒募集

▼募集人員　165 人（附属小
学校からの進学予定者約 80人
を含む）
▼資格
①令和２年３月に小学校を卒業
見込みの児童
②保護者と同居していること
③通学時間が片道１時間以内で
あること（青森市からの通学は
浪岡地区のみ可）
▼応募書類の交付・受付　交付
＝ 11月５日～ 13日／受付＝

11月８日～ 20日（郵送不可）
※時間は午前９時～正午と午後
１時30分～３時（土・日曜日、
祝日を除く）。
▼選考日程　選考日＝ 12月21
日／合格者発表＝12月25日
■問弘前大学教育学部附属中学校
（学園町、☎32-7201）

９月１日～ 10 日は
屋外広告物適正化旬間

　国では、屋外広告物の適正化を
一層促進するため、平成22年度
より９月１日～10日を「屋外広告
物適正化旬間」と定めています。
　屋外広告物とは、「常時また
は一定の期間継続して屋外で公
衆に表示または掲出されるも
の」で、内容が営利目的の広告
物とは限りません。建物の壁面
や屋上に表示する広告物、アド
バルーンや貼り紙、のぼり旗な
どさまざまな種類があります。

【屋外広告物のルール】
　屋外広告物の無秩序な掲出な
どは風致や景観を損なう恐れが
あります。また、管理が適正に
行われないと、安全性の確保に
支障が生じる場合があります。
　市では、「弘前市屋外広告物条
例」に基づいて、屋外広告物を
表示できる場所や大きさなどを
定めており、屋外広告物の多くは
掲出するための許可が必要です。
　詳しくは、市ホームページ内「弘
前市屋外広告物条例に基づく許

可申請」のページをご覧ください。
■問都市計画課（☎34-3219）

令和２年度県立弘前高等技
術専門校入校生募集

▼定員　自動車システム工学科・
建築システム工学科＝各20人
▼応募資格　高卒者（令和２年
３月卒業見込みを含む）または
高卒以上の学力を有する人
▼受付期間　９月 30 日～ 11
月 15日
▼試験日　11月 29日（金）
※詳しくは問い合わせを。
■問県立弘前高等技術専門校（緑
ケ丘１丁目、☎32-6805）

地方税の申告などは eLTAX
（エルタックス）が便利です

　地方税ポータルシステム
（eLTAX）は、法人県民税・法
人事業税・地方法人特別税の申
告および各種届出などの手続き
をインターネットを利用して行
うシステムです。eLTAX を利
用すると、オフィスや自宅のパ
ソコンから申告できるため、県
の窓口に書類を持参したり郵送
したりする必要がなく、とても
便利です。
※詳しくは eLTAXホームペー
ジ（http://www.eltax.jp/）
をご覧ください。
■問中南地域県民局県税部課税第
一課（☎32-1131、内線278）

名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

労働相談会

９月３日（火）、午後１時
30分～３時30分
／９月８日（日）、午前
10時 30分～午後0時
30分

青森県労働委
員会（青森市
新町２丁目）
※９月２日か
ら移転。

個々の労働者と事業主との
間に生じた労働条件などの
トラブルに関する相談（事
前予約優先）

青森県労働委員会事務
局（☎017-734-
9832、■Ｆ 017-734-
8311、労働相談ダイヤ
ル0120-610-782）

自殺予防週間におけ
る全国一斉「暮らし
とこころの無料法律
相談会」

９月９日（月）～13日（金）各法律事務所
多重債務、労働問題、離婚、
DV、いじめ等、生活や心の
悩みに関する無料法律相談
（事前の電話予約が必要）

９月２日（月）～６日（金）
の午前９時～午後５時に
青森県弁護士会事務局
（☎017-777-7285）
へ。

夜間・休日納税相談

夜間相談…９月13日（金）、
17日（火）～20日（金）
の午後５時～７時30分
休日相談…９月22日（日）
の午前９時～午後４時

収納課（市役
所２階）

納税に関する相談
※特別な理由がなく納付お
よび連絡がない場合は差し
押さえ処分を執行すること
もあります。

収納課（☎40-7032、
☎ 40-7033）

行政書士弘前コスモス
会による無料相談会

９月18日（水）、午後２
時30分～４時30分

ヒロロ（駅前
町）３階多世
代交流室

相続・遺言など（事前の予
約は不要）

弘前コスモス会（ふた
ば行政書士事務所、二
葉さん、☎88-8781）

住まいと空き家の相
談会

９月28日（土）、午前10
時 30分～午後２時（正午
～午後0時 30分を除く）

総合学習セン
ター（末広4
丁目）

空き家の適正管理や有効活
用に向けた相談など（事前
予約優先）

青森県宅地建物取引業
協会（☎017-722-
4086）

各種無料相談

各種スポーツ・体操教室
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
①2019嶽
きみウォー
ク

9月 16日（月・祝）、
午前8時 30分～午
後1時

岩木山総合
公園（百沢
字裾野）

10kmまたは
3.5kmのウオーキ
ング

10㎞＝ 60人
3.5㎞＝ 40人

1人
500円

①９月 10日
②９月15日
③９月17日までに、岩
木山総合公園（☎83-
2311、■Ｆ 83-2635、
■Ｅ info@
iwakisansports
park.com) へ。
（②、③のみ※2）

② 2019ヨ
ネックスソ
フトテニス
キッズアカ
デミー

9月 22日（日）
①午前10時～正午
②午後1時 30分～ 3
時 30分

初心者向けのソフト
テニス教室

①５歳から８歳
＝30人
②8歳から 10
歳＝ 30人
ともにソフトテ
ニス未経験者

無料
（ラケッ
ト貸出
しあり）

③岩木山総
合公園ボッ
チャ交流大
会

9月 21日（土）、午
前9時 20分～午後3
時 45分

岩木山総合
公園（百沢
字裾野）
体育館

ボッチャ大会 市民＝27人
（先着順）

1人
200円
（昼食は
各自）

④スロージ
ョギング教
室

9月 21日～ 10月
12日の毎週土曜日、
午後1時 30分～ 2
時 45分

金属町体育
センター集
会室

簡単なウォーミング
アップや、スロージ
ョギングの走り方な
ど

市民＝10人程
度 無料

９月15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）

⑤ヒロロ健
康サークル

10月１日・８日・15日・
29日（いずれも火曜日） 
、午前10時30分～
11時50分 （受け付け
は午前10時～） ヒロロ３階 

（駅前町）
健康ホール

ひろさき健幸増進リ
ーダーの指導による
体操、ストレッチ、
トレーニングなど

継続して参加
できる40歳
以上の市民＝
各30人程度

無料
９月17日（必着）までに、
健康増進課（〒036-
8711、野田２丁目7の
１）へ。
（※1）、（※2）⑥ヒロロ

ABCサー
クル

10月３日～12月
12日の毎週木曜日、
午前10時 30分～
11時 50分（受け付
けは午前10時～） 

無料

⑦ヒロロで
走ろう！か
けっこ教室

10月 3日～ 24日の
毎週月・木曜日、午後
4時 30分～ 6時

ヒロロ（駅
前町）3階
イベントス
ペース

上手に体を使うため
の運動や、用具を使
用して足を動かすト
レーニング

小学生＝20
人 無料

９月17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）、（※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）を記入の上、各
申込先まで郵送を。家族や友人同士での参加ははがき 1枚で応募可。多数の場合は抽選で決定。／（※２）…室内シュー
ズが必要。／共通事項…飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。詳しい持
ち物等は各施設に確認を。

有 料 広 告

■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


