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村の体験メニューが
ウェブサイト「津軽
なび」（QRコード）
で予約・決済できる
ようになりました。
※予約なしでも一部の体験はで
きますが、人数制限等もありま
すので、事前予約を推奨します。

【住民観光意識調査へのご協力
のお願い】
　津軽地域の観光施策の参考と
するため、アンケートへのご協
力をお願いします。回答者の中
から抽選で毎月 10人に津軽地
域の特産品詰め合わせセット
（5,000 円相当）をプレゼント
します。
▼回答方法　専用
フォーム（QR コ
ード）から回答し
てください。
■■問問 Clan PEONY（クランピオ
ニー）津軽（☎88-6090）

　10月１日
から全国一
斉に始まる
「赤い羽根共
同募金」運
動に先駆け、
８月１日からピンバッジ募金を
開始します。
　弘前市共同募金委員会事務局
窓口で 500 円以上の募金をし
た人に、弘前ねぷた 300 年祭
公式応援キャラクター「初音ミ
ク」がデザインされた赤い羽根
ピンバッジを進呈します（数量
限定）。
　集まった募金は、地域の福祉
活動へ役立てられますので、皆
さんのご協力をお願いします。
■■問問弘前市共同募金委員会事務局
（弘前市社会福祉協議会内、宮
園２丁目、☎33-1161）

「赤い羽根共同募金」運動へ
ご協力を
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　15 歳～ 44 歳の求職者を対
象とした、女性専用相談スペー
スを設置しました。相談は専属
のコーディネーターが対応しま
す。遠方からの相談や、来所が
難しい場合には、オンラインで
も対応します。
　利用方法など詳しくは、Web
サイト（https://www.jobcaf
e-aomori.jp）で確認を。
■■問問ジョブカフェあおもり（青森
市安方１丁目、☎ 017-731-
1311、■■ＦＦ 017-731-1312）

　ひろさき若者サポートステー
ションは、働くことに踏み出し
たい若者や就職氷河期世代のた
めの就労相談窓口です。
　「自分に向いている仕事が分
からない」、「ブランクがあり再
就職が不安」などの悩みを相談
して、就職に備えませんか。
▼対象　15 歳～ 49 歳の人と
その家族
▼利用料　無料
■■問問ひろさき若者サポートステー
ション（駅前町、ヒロロ３階、
☎ 35-4851、 ■■ＨＨ https://
hirosapo.ims-hirosaki.com）

【津軽地域の体験のウェブ予約
がスタート！】
こぎん刺し

コースター製
作体験やサイ
クリングツア
ーなど、津軽
圏域 14 市町

ジョブカフェあおもり
女性専用コーナーを設置

働くことに悩む若者を
支援します

観光地域づくり法人 Clan 
PEONY 津軽からのお知らせ

▼とき　８月 20 日㈯、午前
９時30分～ 11時 30分
▼対象　聖愛中学校の受験を検
討している小学生（学年問わず）
とその保護者
▼内容　ハンドベル体験、体験
授業（理科実験「科学の甲子園
ジュニアの実験問題に挑戦しよ
う」）
▼申し込み方法　８月 18 日
㈭までに、電話か
Web サ イ ト（QR 
コード）で申し込
みを。
■■問問弘前学院聖愛中学校（原ケ平
字山元、☎87-1411）

　９月 18 日㈰に土手町で開
催予定の「カルチュアロード」
の出展申込書を配布・受け付け
します。
▼配布期間　８月１日㈪～９
日㈫
▼対象出展者　展示や実演、文
化活動の発表などを希望する個
人や団体（営利目的のみの出展
は不可）
▼申し込み方法　８月９日㈫
までに、出展申込書を次の事務
局または店舗に提出を。
①下土手町商店街振興組合（土
手町、☎ 33-5369、平日の午
前９時～午後４時、土・日曜日
は休み） 
②中土手町商店街振興組合（土
手町、☎ 33-7001、平日の午
前 10時～午後６時、土曜日は
午後２時まで、日曜日は休み） 
③平山萬年堂（土手町、☎
32-0880、午前９時～午後６
時30分）
※担当者が不在の場合がありま

弘前学院聖愛中学校体験入学

カルチュアロード出展の
申し込みを受け付け

すので、事前に連絡を。
■■問問下土手町商店街振興組合（☎
33-5369）

　年金の「見える化」Web サ
イト「公的年金シミュレーター」
（試験運用）とは、パソコンや
スマートフォンで自分の将来の
年金額を簡単に試算できるツー
ルです。

【公的年金シミュレーターの特
徴】
①ねんきん定期便の二次元コー
ド情報を利用し、老齢年金年金
額を試算できます。
②働き方・暮らし方の変化によ
って年金額にどのような変化が
生じるか、直感的な操作でシミ
ュレーションできます。
③利用の際は ID・パスワード
の登録は必要なく、個人情報の
記録・保存はされません。
　公的年金シミュレ
ーターの利用方法な
ど詳しくは、Web
サイト（QRコード）
で確認を。
■■問問国保年金課国民年金係（☎
40-7048）

　青森県司法書
士会は、司法書
士制度 150 周年
を記念して、遺
言作成の準備や登記手続きに関
する電話相談会を開始します。
▼とき　８月７日㈰
　　　　午前10時～午後４時
▼相談電話番号　フリーダイヤ
ル0120-339279（当日のみ）
■■問問青森県司法書士会（☎ 017-
776-8398）

公的年金シミュレーターの
公開開始

「遺言・相続」
無料電話相談会

　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　一定の事業を個人で営
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）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
以下の場合は１期のみ） 
▼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。口座
振替も利用できます。
※詳しくは県ホームページ
（https://www.pref.aomori.
l g . j p / sosh ik i / soumu/
zeimu/003_07kojinjigyou.
html）で確認を。
■■問問中南地域県民局県税部課税第
一課（☎ 32-1131、内線228）

　青森県警察では、スマートフ
ォン向けの防犯アプリ「まもリ
ン」を配信しています。身近で
発生している声掛け事案や犯罪
情報などを分かりやすく発信し
ている無料のアプリです。皆さ
んの犯罪に対する関心、自主防
犯意識の向上を目的として配信
していますので、ぜひダウンロ
ードして日頃の防犯対策に利用
してください。

■■問問弘前警察署生活安全課（☎
32-0111）

個人事業税の納付

青森県警察防犯アプリ
「まもリン」
青森県警察防犯アプリ
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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

弘こ

図書館休館日８月

※変更となる場合があります。
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農業用のため池や用排水
路などは、子どもや高齢者
等が誤って転落すると不慮
の事故につながる危険性が
あります。フェンスや柵な
どの有無にかかわらず、農
業等の本来の目的以外で不
用意に近づかないでくださ
い。また、ため池や用排水
路などに不用意に近づいて
いる人を見かけた場合は、
注意喚起のために声がけを
するなど、地域の皆さんの
ご協力をお願いします。
■■問問農村整備課農村整備係
（☎40-2955）

ため池・用排水路等での

水難事故に注意


