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●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

各種スポーツ・体操教室など

（※）…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（コースがある場合は希望コース）の記入を。
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。
共通事項…飲み物、汗拭きタオル、（室内の場合）室内シューズを持参し、運動
のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。詳しくは各施設に確認を。

山の日登山
■時８月 11日㈭㈷、午前７時～
■所岩木山追子森（嶽温泉〈常盤野字
湯の沢〉駐車場集合）　■内展望を楽
しみ、自然に親しむ　■定一般＝ 10
人　■￥ 200 円（登山保険料として）
■問８月７日㈰までに弘前勤労山岳会
（工藤さん、☎ 090-4887-2835、
■Ｅ skudo1001@yahoo.co.jp）へ。

小学生水泳教室
■時 8 月 19日～ 9月 16日の毎週金
曜日、午後 5時～ 6時　■所温水プ
ール石川（小金崎字村元）　■内水慣
れ、伏し浮き、板キック、クロール
等　■定市内の小学生＝ 15人　■￥無
料　■持水着、水泳帽、ゴーグル、バ
スタオル　■問 8 月 10日（水・必着）
までに、往復はがき（※）で金属町
体育センター（〒 036-8245、金
属町 1の 9、☎ 87-2482）へ。

水泳教室（背泳ぎ）
■時 8 月 23日～ 9月 27日の毎週火
曜日、午後１時～２時　■所温水プー

ル石川　■内背泳ぎの基本泳法　■定市
民＝ 15人　■￥無料　■持水着、水泳
帽、ゴーグル、バスタオル　■問 8 月
14 日（日・必着）までに、往復は
がき（※）で温水プール石川（〒
036-8123、小金崎字村元 125、
☎ 49-7081）へ。

チェア体操教室
■時① 8月 24 日～ 10 月 12 日の毎
週水曜日、午前 10時～ 11時／②
8月 25日～ 10月 6日の毎週木曜
日、午後１時～２時　■所①河西体育
センター／②市民体育館（五十石町）
フィットネスルーム　■内いすに座っ
てできるストレッチ、音楽に合わせ
てのリズム体操等　■定市民＝各 10
人　■￥無料　■問 8月15日（月・必着）
までに、往復はがき（※）で河西体
育センター（〒036-8316、石渡１
丁目19の 1、☎ 38-3200）へ。

■時…とき　■所…ところ　■内…内容　■定…定員・対象　
■￥…参加料　■持…持ち物

健康対策！ストレッチ体操教室
■時 8 月 26日～ 9月 16日の毎週金
曜日、午前 10時～ 11 時　■所温水
プール石川研修室　■内ストレッチボ
ールやタオルを使った簡単ストレッ
チ体操　■定市民＝10人　■￥無料　
■問 8 月 15 日（月・必着）までに、
往復はがき（※）で温水プール石川
（〒 036-8123、 小 金崎字村元
125、☎ 49-7081）へ。

ダンスワークショップ
「SPECIAL DANCE」
■時 9月 11日㈰、午前10時～午後
２時　■所青森県武道館（豊田２丁目）
■内プロダンサーによるダンスレッス
ン　■定小学生以上＝ 100 人　■￥無
料　■問 8 月 27 日㈯までに青森県
武道館（☎ 26-2200、水曜日を除
く午前9時～午後8時）へ。

　弘前工業高校建築科 3年生
模型制作班による「ミニチュア
建造物修理」の取り組みが、第
14回ふるさとあおもり景観賞
において、最優秀賞（地域づく
り活動部門）に輝きました。

【ふるさとあおもり景観賞とは】

　県内の良好な景観づくりに貢
献している、まちなみ、建築物、
屋外広告物および地域づくり活
動等を表彰するものです。

【修理状況と今後の予定】

　令和３年６月から開始したミ
ニチュア建造物（下白銀町、追
手門広場内）の「旧第五十九銀

行本店本館」修理は、令和４年
10月に完成する予定です。
　10月以降は、その他の老朽
化したミニチュア建造物の修理
に取り掛かります。
　この取り組みは、当市の工業・
文化・芸術分野等の人材育成、
良好な景観づくりに寄与する重
要な取り組みとなっています。
■■問問都市計画課（☎40-7104）

第 14 回ふるさとあおもり景観賞

最優秀賞を受賞

　弘前労働基準監督署では、働
き方改革に取り組む事業主や労
務管理担当者からの労働基準法
等の改正内容についての相談を
受け付けています。
　また、希望があれば事業所に
訪問し、具体的な対応方法の説
明も行っています。詳しくはお
問い合わせください。
■■問問弘前労働基準監督署（南富田
町、☎ 33-6411、受付時間は
平日の午前８時 30分～午後５
時15分）

マイナン
バーカード
をまだ取得
していない
人に、７月
下旬から９月上旬にかけて、「オ
ンライン申請用QRコード付
きマイナンバーカード交付申請
書」を順次送付します。
　スマートフォン等で申請書の
QRコードを読み取るオンライ
ン申請や、郵送申請も可能です。
最大２万円分のポイントがもら
えるマイナポイントの対象とな
るマイナンバーカードの申請期
限は９月末までです。この機会
にぜひマイナンバーカードの取
得をご検討ください。
▼その他　次の①～③に該当す
る人は、交付申請書の送付対象
外です。
① 75歳以上で、令和２年度ま
たは令和３年度に後期高齢者医
療広域連合からマイナンバーカ
ード交付申請書が送付されてい
る人
②令和４年１月１日以降に出生

マイナンバーカード
未取得者へ交付申請書を送付

労働時間相談・支援コーナー
を設置

または国外から転入した人
③在留期間の定めのある外国人
の人
■■問問マイナンバーカード普及促進
対策室（☎40-0506）

シルバー人材センターでは、
介護事業所関連業務に従事する
人を募集しています。活動を通
して、健康づくりと福祉の推進
に貢献しませんか。
▼対象　60歳以上の市民
▼就業場所　市内の介護事業所
およびその関連施設
※就業の際にはシルバー人材セ
ンターへの入会が必要です。
■■問問弘前市シルバー人材センター
（南袋町、☎36-8828）

　中小企業退職金共済制度は、
中小企業のための国の退職金制
度です。

シルバー人材センターに入
会して介護事業所で働きま
せんか？

中小企業退職金共済制度

　受験希望者は、事前に志願票を提出してください。

▼制度の特徴　掛け金の一部を
国が助成／掛け金は全額非課税
／社外積立型で退職金の管理が
簡単／離職・転職時に他の年金
制度などに積立資産の持ち運び
が可能
■■問問勤労者退職金共済機構中小企
業退職金共済事業本部（☎03-
6907-1234）

▼とき　12月までの土曜日（全
10回）、午後１時～３時（予定）
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）ほか
▼内容　浴衣の着付
け・帯結び、日本の
行事、日常のマナー、
風呂敷の使い方、花
嫁・花婿体験など
▼対象　小・中学生＝20人
▼参加料　1,000円（全10回分）
▼持ち物　浴衣、半幅帯、小物
一式（貸し出しあり）、足袋、
風呂敷（68㎝）
▼申し込み方法　青森わごころ
の会ホームページの申込フォー

伝統文化子ども着つけ教室

ム（QR コード）か
ら申し込みを。
■■問問青森わごころの会
事務局（☎050-6867-5408、
■■ＥＥ aomor i _wagokoro@
yahoo.co.jp）

　日本遺族会では、先の大戦で
父などを亡くした遺児を対象
に、父などが戦没した旧戦地（東
南アジア・中国など）を訪れて
慰霊追悼を行うとともに、現地
の人との友好親善を深めること
を目的に、「戦没者遺児による
慰霊友好親善事業」を実施して
います。現在、参加者を募集し
ています。日程や申し込み方法
などの詳細は問い合わせを。
■■問問日本遺族会事務局（☎ 03-
3261-5521）

戦没者遺児の皆さんへ

募集種目 資格 受付期間 試験日

防衛大学校

推薦

高卒者（見
込み含む）
で 21 歳未
満の人

９月５日㈪～９
日㈮

９月 24 日㈯・25 日㈰
総合選抜 ９月 24 日㈯

一般 10 月 26 日 ㈬
まで 11 月５日㈯・６日㈰

防衛医科大学校医学科学生 10 月 12 日 ㈬
まで 10 月 22 日㈯

防衛医科大学校看護学科学
生（自衛官候補看護学生）

10 月５日㈬ま
で 10 月 15 日㈯

一般曹候補生

18 歳以上
33 歳未満
の人

９月５日㈪まで ９月 17 日㈯

自衛官候補生

男子

９月６日㈫まで

Web 試験…９月中～下旬
口述試験・身体検査…９
月下旬～ 10 月上旬

女子
Web 試験…９月中～下旬
口述試験・身体検査…９
月 30 日㈮

自衛官募集

※試験会場など詳細は事前に問い合わせを。
■■問問自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所（城東中央３丁目、☎
27-3871）


