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藍擦り染め体験教室

　環境にやさしい藍の擦り染め
で、こぎん刺し模様の作品を作
ってみませんか。
▼とき　９月５日（土）
　　　　午前９時30分～正午
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
▼講師　齊藤サツ子さん（青森
県環境パートナーシップセンタ
ー会員）
▼定 員　小学校５年生以上
=10人（小学生は保護者同伴）
▼参加料　無料
▼持ち物　ハンカチやバッグな
ど、藍で模様（14㎝× 12㎝ぐ
らいのサイズ）を入れたい木綿
製品を１つ
※作業がしやすく汚れても構わ
ない服装での参加を。
▼申し込み開始　８月23日（日）
■■問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〈月曜日
が祝日の場合はその翌日〉は休
み）

伝統文化子ども茶道教室

▼とき　９月６日・13日・27
日／ 11月 23日・29日／ 12
月６日・13 日・20 日／令和
３年１月 10 日・17 日の午前
10時～11時（11月23日〈月・
祝〉を除き、いずれも日曜日）
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）２階第２和室
▼内容　あいさつの仕方、お菓
子・お茶のたしなみ方、和室の
歩き方など
▼対象　幼児～中学生＝40人
▼参加料　各回200円
▼持ち物　靴下
※事前の申し込みが必要。
■■問問江戸千家不白会弘前支部（岡
山さん、☎27-4639）

中南地域農産物直売所
プレゼントキャンペーン

　新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた農産物生産者など
の所得確保を図るため、中南管
内の産地直売施設などで、中南
産品を含めて税込み 1,000 円
以上購入した場合に、その場で
農産品などをプレゼントするキ
ャンペーンを実施します。
▼期間　８月１日（土）～ 10
日（月・祝）
※プレゼント商品がなくなり次
第、終了。
▼参加店舗　弘前
市、黒石市、平川
市、大鰐町、藤崎
町、田舎館村、西
目屋村の産地直売所など

■■問問中南地域県民局地域農林水産
部農業普及振興室（☎ 33-
2902）

防災行政無線の試験放送

　地震や武力攻撃などの発生に
備え、情報伝達試験を全国一斉
で行います。当市では防災行政
無線から試験放送が流れます。
　今年度は試験が１回追加さ
れ、計４回となりました。今回
は２回目になります。
▼とき　８月５日（水）、午前
11時頃（気象状況などによっ
ては中止することがあります）
※防災行政無線の内容を確認し
たい際には、テレフォンサービ
ス（☎ 40-7110〈サービス料
は無料ですが通話料が発生しま
す〉）をご活用ください。
■■問問防災課（☎40-7100）

求職者の皆さんへ

【求人説明会・ミニ面接会】
　求職中であれば誰でも参加で
きます。
※今回はりんご作業員に関する
求人説明会・ミニ面接会になり
ます。
▼とき　８月 12 日（水）、午
後１時 30分～４時 30分（受
け付けは午後１時～）
▼参加企業数　６社程度（予定）
※ハローワークに未登録の人も
参加可。

【ひろさき就職説明会＆面接会】
　市内の事業所に就職を希望す
る人を対象に、直接面接ができ
るほか、仕事内容などの相談も
できます。
▼とき　８月 26 日（水）、午
後１時～４時（受け付けは午後
０時30分～３時）
※入退場自由。
▼対象　ハローワークに求職登
録している人（当日の登録も可）

▼参加企業数　15社程度
▼持ち物　履歴書、ハローワー
クカード（ハローワークに求職
登録している人）
※当日はヒロロ３階の託児室を
利用できます（要予約）。
～共通事項～
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼その他　雇用保険受給者は求
職活動実績の対象になるため、
雇用保険受給資格者証の持参
を。参加企業は、青森労働局ま
たは市ホームページで確認を。
UJI ターン求職者は、Skype
（スカイプ）面談の実施が可能
です（要予約）。
■■問問  I・M・S（弘前就労支援セ
ンター内、駅前町、ヒロロ３階、
☎55-5608）

墓地公園のバス運行と
交通規制のお知らせ

　８月 13日（木）は、久渡寺
線の路線バス（一部時間帯を除
く）が墓地公園（小沢字井沢）
を経由して運行します。また同
日、園内の一部を一方通行とす
る交通規制を行います。
▼臨時停留所　墓地公園、墓地
公園入り口（２カ所）
▼料金　バスターミナルから臨
時停留所まで片道400円
※詳しくは市ホームページをご
覧ください。
■■問問 環境課弘前霊園担当（☎
40-7035）／墓地公園管理事
務所（☎88-3553）

夜間・休日納税相談

　納期限までに納付できない事
情がある人は、未納のままにせ
ず、ぜひ、相談してください。
電話での相談や市税などの納付

もできます。
▼夜間納税相談　８月 17 日
（月）～ 21 日（金）の午後５
時～７時30分
▼休日納税相談　８月 23 日
（日）の午前９時～午後４時
※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。
■■問問 収納課（市役所２階、☎
40-7032、☎ 40-7033）

弘前城植物園
ボランティア募集

▼とき　８月 19 日（水）、午
前９時30分～ 11時 30分
▼集合　弘前城植物園南案内所
前（弘前公園内）
▼内容　アジサイ花がら摘み、
刈り込み
▼募集人数　10人程度
※事前の申し込みが必要。
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

再就職支援セミナー

▼とき　８月 24 日（月）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）４階第４研修室
▼内容　採用されるための就職
活動のポイント（応募書類作成
や面接対策など）
※セミナー終了後、個別相談に
も応じます。
▼対象　45 歳以上で求職中の
人＝20人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　電話か Eメ
ール（氏名・年齢・電話番号を
記入）で申し込みを。
■■問問ネクストキャリアセンターあ
おもり（☎017-723-6350、■■ＥＥ
chuukounen@ims-hirosaki.
com）
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お出かけシニアパスお出かけシニアパス
　「お出かけシニアパス」は、パスを見せるこ
とで、市内であれば路線バスや弘南鉄道大鰐線、
乗合タクシーをどこまで乗っても 1乗車 100
円で利用できるもので、高齢者世代の支援と公
共交通の利用促進などを目的に実施していま
す。３次募集を受け付けますので、希望する人
は申し込み方法を確認の上、申し込みください。
▼対象　70 歳以上（4月 1日現在）の市民＝
40 人程度
▼運賃　1乗車＝ 100 円
▼対象路線　路線バス、弘南鉄道大鰐線（中央
弘前～石川プール前）、乗合タクシー（相馬、
石川、堀越、鳥井野、小友、笹館、福村新里の
各地区線）

※乗降場所が市内の場合に限る。青森空港線、
岩木スカイラインシャトルバスを除く。
▼購入料　5,000 円
▼有効期限　令和3 年 3月 31 日
▼申し込み期間　８月３日～令和３年３月 31
日（定員に達し次第、受け付け終了）
▼申し込み方法
①地域交通課（市役所３階）窓口に、身分証明
書（健康保険証など）を持参してください。
※申し込みは先着順です。
※受け付け後、購入引換書を交付します。
②購入引換書、証明写真（縦 32mm ×横
25mm）、購入料 5,000 円を弘南バス弘前バ
スターミナル（駅前３丁目）窓口に持っていく
と「お出かけシニアパス」が購入できます。
■問い合わせ・申込先　地域交通課（☎ 35-
1102）

３次募集受け付け開始！３次募集受け付け開始！
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