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敬老大会対象者へ記念品を
お届けします

　76歳以上で在宅の高齢者（昭
和 20年３月 31日以前に出生
し市内に住所を有する人）へ、
敬老事業として記念品（タオル）
をお届けします。お届けは９月
下旬ごろを予定しています。
■■問問介護福祉課高齢福祉係（☎
40-7114）

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

　結婚を希望する
独身男女が会員に
登録し、お見合い
をする支援をして
います。なお、来
場の際は新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防
止のためマスクの着用をお願い
するほか、体調に不安のある人
は来場をご遠慮ください。
▼とき　９月27日（日）
　　　　正午～午後４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室A
※事前の申し込みは不要。
■■問問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター（☎ 35-1123、日・月
曜日、祝日を除く、午前 10時
～午後７時）

市内路線バス（駒越線）の
運行経路が変わります

　10月１日（木）より、城西
地区を運行する路線バスの駒越
線は、一部の便を除き、イオン
タウン弘前樋の口店を経由する
運行となります。運行経路の変
更については以下のとおりで
す。
◎変更前：弘前バスターミナル
～城西団地～藤代営業所
◎変更後：弘前バスターミナル
～イオンタウン弘前樋の口～城
西団地～藤代営業所
■■問問弘南バス弘前バスターミナル
（☎ 36-5061）／地域交通課
（☎35-1102）

不正軽油は脱税です！

　軽油引取税は、自動車などの
燃料となる軽油の引き取りに対
し、１リットル当たり 32 円
10銭の税率で課税される県の
税金です。
　事前に地域県民局長の承認を
得ないで、灯油や重油などを混
ぜて製造した不正軽油を自動車
の燃料として販売し、消費した
場合などは、脱税行為として軽
油引取税が課されます。不正軽
油は脱税行為だけにとどまら
ず、環境汚染の原因にもなって
います。
　県では、不正軽油を防止する
ため、道路での燃料抜取調査や

各事業所への訪問調査を実施し
ていますので、調査にご協力を
お願いします。
　また、不正軽油の製造、販売
および使用に関する情報があり
ましたら、お問い合わせくださ
い。
■■問問県税務課「不正軽油110番」      
（☎ 017-734-9066）／中南
地域県民局県税部（☎ 32-
4341）

弘前大学教育学部附属小学校
および中学校の令和３年度
入学者選考等日程について

【附属小・中学校合同学校説明
会】
▼開催日　10月 20日（火）
※附属小学校および中学校の受
検を希望される人は参加くださ
い。当日、出願書類を配付しま
す。
※合同説明会の詳細および募集
要項については、10月１日（木）
以降に各学校のホームページに
掲載しますので、ご確認くださ
い。

【附属小学校】
▼出願書類交付期間　10 月
21日（水）～23日（金）
▼出願受付期間　10 月 26 日
（月）～11月２日（月）
▼選考日　12月５日（土）

【附属中学校】
▼出願書類交付期間　10 月
21日（水）～28（水）
▼出願受付期間　11 月９日

（月）～17日（火）
▼選考日　12月 19日（土）
■■問問弘前大学教育学部附属小学校
（学園町、☎ 32-7202）／弘
前大学教育学部附属中学校（学
園町、☎32-7201）

津軽広域水道企業団
津軽事業部職員募集

　津軽広域水道企業団職員採用
試験を次のとおり行います。
▼試験職種　初級土木、初級電
気（高校卒業程度）
▼受験資格　平成 11年４月２
日～平成 15年４月１日に生ま
れた者
▼合格予定人員　各職種１人
（計２人）
▼第 １ 次 試 験　10 月 25 日
（日）、弘前市役所（上白銀町）
▼申し込み方法　10 月７日
（水・必着）までに、必要事項
を記入した受験申込書と必要書
類を郵送または持参してくださ

い。
※試験案内および受験申込書は
ホームページからダウンロード
できます。
■■問問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、☎
52-6033、■■ＨＨ http://www.
tusui.jp/）

青い森林業アカデミーの
研修生を募集しています

　県では、林業
の担い手を育成
するため、県内
で林業への就業
を希望する人を
対象にした研修「青い森林業ア
カデミー」を令和３年４月に開
講します。
▼対象　県内で林業への就業を
希望する 18歳以上 43歳以下
の人
▼募集人員　10 人（高校推薦

７人、一般３人）
▼研修期間　令和３年４月から
１年間
▼受講料　11万 8,800 円（年
間）
▼研修拠点　県産業技術センタ
ー林業研究所内（平内町）
▼取得できる資格　チェーンソ
ー操作や車両系建設機械運転な
ど計６種類
▼研修修了後の就業先　①植栽
や下刈り、伐採などを行う民間
企業／②地域の森林を管理する
森林組合
▼給付金制度　安心して研修に
専念できるよう、給付金制度が
あります。
※詳しくは県ホームページ
（http://www.pref.aomori.
l g . j p / s a n g y o / a g r i /
academy.html）で確認する
か問い合わせを。
■■問問あおもり農林業支援センター
青い森林業アカデミー担当（☎
017-732-5288）

（※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・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
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。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。各自傷害保険に加入を。詳しい持ち物などは各施設に確認を。

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かけっこ
教室

10 月８日～ 11 月５
日の毎週月・木曜日

（10月15日を除く）、
午後４時 30 分～６
時

河西体育セ
ンター

走る、跳ぶなどの
全身運動、用具を
使用したトレーニ
ング

小学生＝ 25
人 無料

９月 28 日（月・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）

②スポーツ
チャレンジ
教室

10 月 13 日～ 11 月
17 日の毎週火曜日

（11 月３日を除く）、
午後１時 30 分～３
時

金属町体育
センター体
育室

ソフトバレーボー
ルや、ラージボー
ル卓球などの軽ス
ポーツ体験

市民＝ 15 人 無料

９月 30 日（水・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）

③ストレッ
チ体操教室

10 月 14 日～ 11 月
11 日の毎週水曜日、
午後２時～３時

運動公園野
球場多目的
室

全身のストレッチ
や脳トレを含む体
操

市民＝ 10 人 無料

９月 29 日（火・必着）ま
でに、運動公園（〒 036-
8101、豊田２丁目３、☎
27-6411）へ。

（※１）、（※２）

 各種スポーツ・体操教室

●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

■消■防■団■員■募■集■中■！

  

 その他

　火災や自然災害発生時など、消防団は「もしも」の
時に活躍します。地域を守る消防団員、募集中です！
　詳しくは市ホームページをご確認ください。
■■問問防災課消防団係（☎40-7117）


