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　目の見えにくさを感じる子ど
もから大人まで、本人はもちろ
ん、保護者、学校の担任の先生
など気軽にご相談ください。
▼とき　５月 20 日、６月 24
日、９月 16日、10 月 28 日、
11月 25日（いずれも木曜日）
の午後１時～３時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　便利グッズの紹介、見
え方に配慮した育児方法、学級
における指導方法など
▼相談料　無料
※事前に「見え方の相談」と予
約してください。
■■問問ロービジョン相談支援センタ
ー（青森県立盲学校内、☎
017-726-2239）

▼ と き　第 １ 回
【摘果編】…①５
月22日（土）、②
５月 26 日（水）
／第２回【袋掛け編】…①６月
５日（土）、②６月９日（水）
／第３回【着色管理・収穫編】
…①９月 25 日（土）、②９月
29日（水）
※時間は各回午後１時 30分～

目の見え方に関する
「サテライト相談教室」

令和３年度
初心者向けりんご研修会

５
月
の
催
し

ロマントピア天文台ロマントピア天文台  
［星と森のロマントピア］

★定例観察会「月・火星・レ
グルス・M44」
▼とき　15日（土）
　　　　午後7時～ 9時
★スーパームーンの皆既月食
特別観察会
▼とき　26日（水）
　　　　午後7時～ 9時
～共通事項～
▼入館料　無料（市民以外は
有料）
▼通常開館時間　　午後１時～
９時30分
■■問問ロマントピア天文台（水木
在家字桜井、☎84-2233）

日（月）・28 日（月）の午前
９時～正午
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
▼持ち物　筆記用具、カメラ（ス
マートフォン可）、飲み物
▼対象　３回受講が可能な高校
生以上の市民＝20人
▼参加料　無料
■■問問 5月31日（月・消印有効）ま
でに、郵便番号・住所・氏名・年
齢・電話番号・ガイド養成講座と
記入の上、郵送かファクスまたは
Eメールで弘前市仲町地区伝統的
建造物群保存会（今井さん、〒
036-8333、若党町75の２、☎
兼 ■■ＦＦ 32-9272、  ■■ＥＥ naka
chou.bukeyashiki@gmail.
com）へ。
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システムの採択事業。

　収納課では、平日の日中に納
税相談ができない人のために、
夜間・休日納税相談日を設けて
います。
▼夜間納税相談　５月 17 日
（月）～ 21 日（金）の午後５
時～７時30分
▼休日納税相談　５月 16 日
（日）・23日（日）の午前９時

夜間・休日納税相談の
ご利用を

～午後４時
　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、ぜひ相談においでください。
　今月の休日納税相談日は第
３、４日曜日です。この日は電
話での相談や、市税などの納付
もできます。
※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）

　ヒロロ（駅前町）３階総合行
政窓口のマイナンバーカード業
務は、５月３日（月・祝）から
５日（水・祝）まで休業します。
ご理解とご協力をお願いしま
す。
■■問問マイナンバーカード普及促進
対策室（☎40-0506）

【あたたかい　ことばがつなぐ
　こころのわ（令和３年度児童
福祉週間標語）】
　厚生労働省では、子どもの健
やかな成長について国民全体で
考えることを目的に、毎年５月
５日のこどもの日から 1週間
を「児童福祉週間」と定めてい
ます。

【家庭で親子のふれあいを】
　子どもの不安や悩み、将来の
夢や希望などについて話し合う
機会を設けましょう。

【児童虐待かもと思ったら通告
を】
　児童虐待は未然に防止するこ
とが大切です。児童虐待が疑わ
れる場合は通告をお願いしま

ヒロロ総合行政窓口マイナ
ンバーカード業務休業

５月５日～ 11 日は
児童福祉週間

３時／各回とも①と②は同じ内
容。
▼集合場所　りんご公園（清水
富田字寺沢）
※研修内容に応じて、他の園地
に移動して実施する場合あり。
▼講師　青森県りんご協会職
員、市内ＪＡ職員
▼対象　市内でのりんご補助作
業に関心のある人または市内で
就農を希望する人＝各回25人
▼持ち物　飲み物、汗拭きタオ
ル、作業用手袋、雨がっぱ（雨
天時）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　農政課まで申
し込みを（氏名・電話番号・り
んご作業経験の有無・参加希望
日をお知らせください）。
※託児サービスも用意していま
すので、希望者は事前に農政課
まで申し込みを。／生育状況や
天候によっては順延する場合が
あります。詳細は市ホームペー
ジでお知らせします。
■■問問農政課地域経営係（☎ 40-
7102、 ■■ＦＦ 32-3432、 ■■ＥＥ
nousei@city.hirosaki.lg.jp）

　観光客や修学旅行生などにガ
イドができるよう、町並み保存
地区の「仲町」と弘前城周辺の
武家屋敷について学びます。
▼とき　６月 14日（月）・21

武家屋敷の町並み
「仲町地区」ガイド養成講座

す。
▼通告先　こども家庭課子育て
相談係／弘前児童相談所（下白
銀町、☎ 36-7474、24 時間
全国共通ダイヤル〈無料〉☎
189）／弘前警察署（八幡町3
丁目、☎32-0111）
■■問問こども家庭課子育て相談係
（市役所１階、☎40-3976）

　青森県電気機械器具製造業最
低工賃が令和３年５月１日から
以下のとおり改正されます。
①シールド線＝ 100 本につき
482円 39銭
②コネクター＝１端子ごとに差
すもの…100 端子につき 26
円 45銭／連続端子となってい
るもの…100 回につき 56 円
84銭
③アルミ電解コンデンサー＝テ
ーピング状で行うもの、自動検
査済みのもの…100 個につき
10 円 59 銭／バラ状で行うも
の…100個につき18円 82銭
※詳しくは、青森労働局ホーム
ペ ー ジ（https://jsite.mhlw.
go.jp/aomori-roudoukyoku/
home.html）で確認を。
■■問問青森労働局労働基準部賃金
室（☎ 017-734-4114）

　津軽広域連合では、津軽の
美しい自然や風景、地元のお
祭り、歴史的なものの写真や
イラストを、簡単なコメント
と一緒に投稿する地域資源特
派員を募集しています。
▼対象　関係８市町村（弘前
市・黒石市・平川市・藤崎町・
板柳町・大鰐町・田舎館村・
西目屋村）に在住、通勤、通

青森県電気機械器具製造業
最低工賃改正のお知らせ

地元の魅力を情報発信！
地域資源特派員募集

  

 その他

学している人
▼応募方法　登録申込書に必
要事項を記入し、郵送または
Eメールで送付してください。
※登録申込書は津軽広域連合
ホームページからダウンロー
ドできます。
▼写真・イラスト募集テーマ
①あなたのまわりの季節を感
じるもの／②まちで見かけた
時代を感じるもの／③あなた
のまちの奇祭・奇習
▼投稿方法　特派員登録後に、
写真やイラストに簡単なコメ
ントを添えて、郵送か Eメー
ルで投稿してください。
※郵送の場合、専用用紙と返
信用封筒を送付します。投稿
はペンネームも可。
詳しくは、ホーム
ページで確認する
か、問い合わせを。
■■問問津軽広域連合総務課総務企画
係（〒 036-8003、駅前町 9
の 20、ヒロロ 3 階、☎ 31-
1201、■Ｅ rengou@tsugaru
koiki.jp）




