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　市では、地域産業を支える優
れた技能・技術の継承と人材育
成を目的に「弘前マイスター制
度」を制定しています。サービ
ス業、製造業、建設業、農林漁
業といったさまざまな分野の産
業を長年支え、特に優れた技能・
技術を有する人の応募をお待ち
しています（他薦で応募を）。
▼応募資格　弘前市内に５年以
上在住または在勤する現役の技
能・技術者で、対象職業に 20
年以上の従事経験を有する卓越
した技能・技術者
▼応募締切　８月13日（金）
※制度の要綱および認定申込書
は市ホームページからダウンロ
ードできます。
■■問問産業育成課物産振興係（☎
32-8106）

▼とき　10月 20日（水）、午
後２時～（受け付けは午後１時

弘前マイスター募集

排水設備工事責任技術者試験

30分～１時 50分）
▼ところ　岩木庁舎（賀田１丁
目）２階多目的ホール
▼受験料　8,000 円（振込手
数料を除く）
▼申し込み方法　７月１日（木）
～ 30日（金）の平日に、上下
水道部営業課給排水係（岩木庁
舎１階）で申込書の配布と受付
を行います。受験資格等につい
てはお問い合わせください。
▼合格発表　11 月９日（火）
の午前９時に、上下水道部窓口
に合格者一覧を掲示します。
■■問問上下水道部営業課（☎ 55-
6895）

　ボランティア活動を始めるき
っかけとして、一日だけの体験
をしてみませんか。
▼とき　７月 24 日（土）、午
前９時45分～午後０時15分
▼集合場所　藤田記念庭園低地
部駐車場（鷹匠町）
▼内容　藤田記念庭園サワラ生
け垣の刈り込み作業（初心者で
もやり方を教えますので気軽に
ご参加ください）

一日体験ボランティア
参加者募集

▼参加料　無料
▼持ち物　手袋、タオル、飲み
物（汚れてもいい服装で参加を）
▼定員　市民・学生＝10人（先
着順）
■■問問７月１日（木）～15日（木）
に、ボランティア支援センター
（市民参画センター内、☎ 38-
5595）へ申し込みを。

　植物に関する疑問はありませ
んか。樹木医、グリーンアドバ
イザーなどが学習会などのお手
伝いをします。
▼申込受付期間　開催希望日
（12 月 29 日～１月３日を除
く）の１カ月前まで
▼時間　午前９時～午後５時の
うち３時間以内
▼対象　市内に在住、在勤また
は在学する複数人で構成された
町会、学校、団体、グループな
どが主催する事業
▼料金　無料
※ただし、一部有料となる場合
がありますので、詳しくは市み
どりの協会ホームページ
（http://www.hirosakipark.

おでかけ緑の講習会を
利用しませんか
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316
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図書館休館日７月

※変更となる場合があります。
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or.jp/）で確認するかお問い合
わせください。
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

　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　７月 16 日
（金）、19日（月）～21日（水）、
26日（月）の午後５時～７時
30分
▼休日納税相談　７月 25 日
（日）の午前９時～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４
日曜日です。この日は電話での

夜間・休日納税相談の
ご利用を

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）

　昨年に引き続き、広告のプロ
が講師としてサポートし、地元
商店街の店舗を題材に、ポスタ
ーを制作します。完成したポス
ターは商店街などに展示するほ
か、SNS などで紹介し、弘前
の魅力を全国に発信します。
▼とき　９月４日（土）・５日
（日）・11日（土）・12日（日）
※それぞれ半日の参加も可。
▼対象　市内に在住または市内

「弘前ポスター展」ワーク
ショップ参加高校生募集！

の高校に在学している高校生＝
10人程度（応募者多数の場合
は抽選で決定）
▼応募方法　７月 23日（金・
祝）までに、Ｅメール（氏名・
年齢・学校名・学
年・連絡のとれる
電話番号を記入）
またはＱＲコード
から申し込みを。
■■問問広聴広報課ふるさと魅力発信
係（☎40-0494、■■ＥＥ kochok
oho@city.hirosaki.lg.jp）

　７月18日（日）に予定してい
た夏季河川清掃美化運動は、新
型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、中止とします。
■■問問環境課環境保全係（☎ 36-
0677）

夏季河川清掃美化運動の
中止について

　弘前城薪能は、弘前保健所管内での新型コロナウイルス感染症
の感染拡大により、７月10日（土）の開催を見送ることになり
ました。チケットをご購入いただきました皆さまには、チケット
代金の払い戻しをさせていただきます。お手数をおかけしますが、
チケット購入場所に応じて、以下のとおり手続きをお願いいたし
ます。手続きの際は、チケットを忘れずにご持参ください。
■■問問弘前城薪能チケット管理事務局（弘前芸術鑑賞会内、☎40-4082）

【払い戻し期限】令和３年７月 30 日（金）

弘前城薪能（たきぎのう）開催見送りに伴う

チケットの払い戻しについて

【ローソンチケットでご購入の方】
　ローソン・ミニストップ店頭の Loppi 端末を
操作して、払い戻しを受けてください。
※ Loppi 端末の操作方法は、ローソンチケット
ホームページ（右記 QR コード）で確認を。

市市のの 開場開場！！ががプールプール 今年度のプールの一般開放についてお知らせします。今年度のプールの一般開放についてお知らせします。
健康維持のためにも積極的にご利用ください。健康維持のためにも積極的にご利用ください。

①第三市民プール
（八幡町３丁目、☎37-2066）
▼開場期間　７月３日（土）～
８月 29 日（日）の午前９時～
午後６時（木曜日休場、夏休み
期間は毎日開場）
②城北ファミリープール
（八幡町１丁目、☎ 37-2044）
▼開場期間　７月３日（土）～
８月29日（日）の午前10時～
午後４時30分（火曜日休場）
※次の日程の利用分は、該当日の
１週間前から弘前B&G海洋セン
ター（八幡町１丁目）で入場整理

券を配布…７月10日（土）・11
日（日）・17日（土）・18日（日）・
22日（木・祝）～８月23日（月）・
28日（土）・29日（日）。
③岩木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
（兼平字猿沢、☎82-5700）
▼ 開 場 期 間　9 月 12 日（日）
までの午前９時～午後９時
▼料金　施設ごとに設定されて
いますので、市ホームページな
どでご確認ください。
※ 65歳以上の市民、市内の小・
中学生や外国人留学生、市内の
障がい者、ひろさき多子家族応

援パスポートを持参の人は無料。
年齢や住所を確認できるものの
提示を。／利用人数等に制限を
伴う場合があります。密集防止
のため、予め水着を着用して来
場するなどのご協力をお願いし
ます。／第２市民プール（中野
３丁目）は休場。
■■問問開場期間中は各プールへ。①
のプール開場日以外は、市スポ
ーツ協会（☎ 37-5508）へ。
②のプール開場日以外は、弘前
B&G 海 洋センター（☎ 33-
4545）へ。

【市内プレイガイド等でご購入の方】
　弘前芸術鑑賞会（百石町２の１、かだれ横丁２階）で、
チケットと交換で払い戻しをいたします。
▼受け付け時間　平日の午前 11 時～午後５時
※６月中は土・日曜日も対応します。


