暮らしの information
陶芸体験教室
手回しろくろを使って、自分だけ
のオリジナル作品をつくってみませ
んか。
▽とき ９月 21 日（金）、午前の
部＝ 10 時 30 分〜正午、午後の部
＝１時 30 分〜３時
▽ところ ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容 手回しろくろを使った陶芸
体験（湯飲み、茶わん、カップなど
から好きなものを１つ作ります。出
来上がりの色は７色の中から１色を
選びます。）
▽対象 弘前市他圏域７市町村に居
住する人＝各回 20 人程度
▽参加料 １人 2,000 円（材料費、
送料込み）
▽申し込み方法 ９月６日（当日消
印有効）までに、はがきかＥメール
（①郵便番号・住所、②氏名〈ふり
がな〉
、③希望時間〈午前・午後の
どちらか〉、④年齢、⑤電話番号を
記入）で申し込みを。
※１回の応募で２人まで申し込み
可。応募者多数の場合は抽選で決定
し、９月 12 日に結果を通知します。
▽その他 出来上がった作品は、約
１カ月後に参加者の皆さんへ送付し
ます。
問 津軽広域連合「陶芸体験教室係」
■
（ 〒 036・8003、 駅 前 町 9 の 20
Ｅ
ヒ ロ ロ 3 階、 ☎ 31・1201、 ■
rengou@tsugarukoiki.jp）

●弘前市役所

その他
都市計画変更案の縦覧
および意見書の受け付け
栄町二丁目の一部の用途地域およ
び特別用途地区を変更する都市計画
の変更案を作成しましたので、変更
案の縦覧および意見書の受け付けを
行います。
▽変更する都市計画…弘前広域都市
計画用途地域および特別用途地区（大
規模集客施設制限地区）
▽変更する区域 栄町二丁目の一部
（ニッカウヰスキー株式会社弘前工
場の敷地）
▽変更内容 弘前広域都市計画用途
地域：第一種住居地域→準工業地域、
弘前広域都市計画特別用途地区：無
指定→大規模集客施設制限地区
▽変更案の縦覧および意見書の受け
付け期間 ８月７日〜 20 日（土・
日曜日、祝日を除く）
▽変更案の縦覧および意見書の受け
付け場所 都市政策課
（市役所３階）
※変更案は市ホームページでも閲覧
できます。なお、意見書を提出でき
るのは、市内に住所を有する人や法
律で定められた利害関係を有する人
となります。詳しくはお問い合わせ
ください。
問 都市政策課（☎ 35・1134）
■

などを差し引いた後に、所得のある
人
▽納期 １期＝８月／２期＝ 11 月
※ただし、税額が１万円以下の場合
の納期は、１期８月です。
▽納付方法 納税通知書を持参し、
最寄りのコンビニエンスストア、金
融機関で納付を。
※個人事業税の納付については、口
座振替が利用できます。詳しくは、
県庁ホームページ（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.
html）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）

バスの車内事故防止
についてのお願い
走行中に席を離れると、転倒など
思わぬけがをする場合があります。
降りる際は、バスが停留所に着いて
扉が開いてから席を立つようお願い
します。
また、やむを得ず急ブレーキをか
ける場合がありますので、満席など
で立って乗車される場合には、つり
革や握り棒につかまってご利用くだ
さい。
問 都市政策課交通政策推進室（☎
■
35・1102）

個人事業税の納付

子育て女性の再就職を支援
【カウンセリング】
再就職したいけれども何から始め
有料広告

たらいいか悩んでいる人を対象に、
キャリアカウンセラーが個別相談に
応じます。
▽とき ８月７日・21 日・28 日、
９月４日・11 日の午後３時〜５時
▽ところ JMTC 弘前教室（外崎
４丁目）
▽定員 各 10 人（先着順）
【再就職支援セミナー】
▽とき ①８月 28 日、②９月 10
日の午前 10 時〜正午
▽ところ ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽テーマ ①私らしい生き方・仕事・
子育て②心に余裕を持つための表情
作り
▽定員 各 20 人（先着順）
〜共通事項〜
▽参加料 無料
※事前の申し込みが必要。
問 子育て女性の就職応援事業事務局
■
（JMTC 弘前教室内、☎フリーダイ
ヤル 0120・973・511）

求人説明会・ミニ面接会
求職中であれば、誰でも無料で参
加でき、面接も可能です。
▽とき ８月９日・23 日の午後１
時 30 分〜４時 30 分（受け付けは
午後１時〜）
▽ところ ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽定員 20 人程度（ハローワーク
に未登録の人も参加可）
▽参加企業数 ３〜５社（予定）
▽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
ご確認ください。UJI ターン求職
者を対象とした、
スカイプ
（インター
ネットによるテレビ電話）での面談
ができます（事前の申し込みが必
要）
。気軽にお問い合わせください。
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）

女性の県内就職・定着を
応援します！
県では、女性の活躍を推進する県
内事業所で、生き生きと輝きながら
働く女性たちによる「あおもり女子
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☎ 82・3111 ／●相馬庁舎

☎ 84・2111

Ｅ …Ｅメール ■
問 …問い合わせ・申込先
Ｆ …ファクス ■
Ｈ …ホームページ ■
■

課税対象者には納税通知書を送付
しますので、納期限までに納めてく
ださい。
▽対象 個人で事業を営む人のう
ち、前年の事業による収入から必要
経 費、 事 業 主 控 除（ 年 290 万 円 ）
有料広告

☎ 35・1111 ／●岩木庁舎

就活・定着サポーターズ」
（通称あ
おもりなでしこ）を結成し、女子学
生・若手女性社員を対象に、企業見
学会や交流会を開催します。
【企業見学会（県内３企業の訪問バ
スツアー）
】
▽とき ８月 23 日（木）
、午前８
時 30 分〜午後５時 30 分
▽集合場所 弘前駅城東口
▽見学企業 ホテル青森、
青森空港、
青森朝日放送（ランチ付き）
▽対象 青森県出身か青森県に関心
のある女子学生など＝ 40 人（先着
順）
【交流会】
▽とき ９月４日（火）
午後１時〜３時
▽ところ ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽対象 青森県出身か青森県に関心
のある女子学生または県内勤務の若
手女性社員など＝ 15 人（先着順）
〜共通事項〜
▽参加料 無料
※事前の申し込みが必要。
問 青 森 朝 日 放 送（ ☎ 青 森 017・
■
762・1111）

市立小・中学校の学校閉庁
今年度、市立小・中学校は、夏季
休業中、下記の通り一斉に学校閉庁
を実施しますので、ご理解・ご協力
をお願いします。
なお、閉庁日には、原則、学校に
職員や警備員がおりませんので、緊
急の場合は教育委員会学務健康課に
連絡してください。
▽閉庁日 ８月 13 日・14 日
問 学務健康課（☎ 82・1643）
■

夏休みは公民館で学習を！
中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）では、子どもたちの夏
休み期間中の学習場所として会議室
などを開放します。
▽とき ８月 10 日〜 17 日の午前
９時〜午後９時
▽ところ 弘前文化センター２階第
３会議室、和室ほか
▽内容 小・中学生、高校生の自習、
グループ活動、制作場所として使用
できます。また、弘前大学の学生が
学習サポートや相談に対応します。

※対応日時についてはお問い合わせ
ください。会場、学習サポートとも
事前の予約はできません。
問 中 央 公 民 館（ ☎ 33･6561、 ■
Ｆ
■
Ｅ chuuoukou@city.
33･4490、 ■
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

中学校卒業程度認定試験
▽受験資格 次の①〜④のいずれか
に該当する人
①就学義務猶予免除者（現在または
過去）で、平成 31 年３月 31 日ま
でに満 15 歳以上になる人
②保護者が就学させる義務の猶予ま
たは免除を受けず、かつ、平成 31
年３月 31 日までに満 15 歳以上に
なる人で、その年度の終わりまでに
中学校を卒業できないと見込まれる
やむを得ない事由があると文部科学
大臣が認めた人
③ 平成 31 年３月 31 日までに満
16 歳以上になる人（①および④に
掲げる人を除く）
④日本の国籍を有しない人で、平成
31 年３月 31 日までに満 15 歳以
上になる人
▽試験科目 国語、社会、数学、理
科、外国語（英語）
▽願書受付期限 ９月７日
▽試験日 10 月 25 日
問 文部科学省生涯学習政策局生涯
■
学 習 推 進 課（ ☎ 東 京 03・5253・
4111、内線 2024・3267）

市立病院眼科外来
診察日変更のお知らせ
７月から市立病院の眼科外来の診
察日と受付時間が次の通り変更とな
りました。
▽診察日 毎週水・金曜日
▽受付時間 正午〜午後２時（診察
は午後１時〜）
※午前の外来はありません。また、
基本的には予約患者のみの診察とな
りますので、ご了承ください。
問 市立病院医事課（☎ 34・3211）
■
ＨＩＲＯＳＡＫＩ ２０１８.８.１
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