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津軽広域連合広域計画素案
への意見（パブリックコメ
ント）を募集します

　津軽広域連合では、今後５年
間（令和２年度から令和６年度
まで）の広域連合の事務処理の
方針や施策を示す広域計画の策
定を進めています。
　このたび、素案がまとまりま
したので、これを公表するとと
もに、住民の皆さんから広くご
意見をいただきたく、パブリッ
クコメントを募集します。
▼募集期限　１月６日（月・必着）
▼閲覧方法　①津軽広域連合
ホームページ、②津軽広域連
合事務局総務課（土・日曜日、
12月 30日～１月３日を除く、
午前８時30分～午後５時）
▼対象　津軽広域連合の関係市
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、在勤、
在学する人および事務所・店舗
を有する人。
▼提出方法　所定の用紙（津軽
広域連合ホームページでダウン
ロードまたは事務局で配布）ま
たは任意様式に住所、氏名、電
話番号、在住・在勤・在学・事
務所・店舗を有する者の別、意
見内容等を記入し、①窓口持参、
②郵送、③ファクス、④Eメー
ルのいずれかの方法で提出して
ください。なお、記入漏れ、電
話など口頭による意見は受け付
けません。
▼意見の公表　寄せられた意見
の反映状況などを津軽広域連合
ホームページでお知らせしま
す。提出いただいた意見等への
個別回答はしませんのでご了承
ください。
■問津軽広域連合事務局総務課
（〒036-8003、駅前町９の20
　ヒロロ３階、☎ 31-1201、

■Ｆ 33-2201、 ■Ｅ rengou
＠ tsugarukoiki.jp）

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会～会員
募集～

　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。休日登録会は、
毎月第４日曜日に開催していま
す。
▼とき　12月 22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〉）

「青森暮らしセミナー」開催！

　弘前市の移住相談ブースを出
展します。首都圏に、弘前への
移住を検討している知り合いが
いる人は、周知のご協力をお願
いします。
▼とき　１月13日（月・祝）
　　　　午後２時～５時30分
▼ところ　秋葉原 UDX ギャ
ラリー（東京都千代田区外神
田）
■問青森県地域活力振興課移住・
交流推進グループ（☎ 017-
734-9174、■Ｅ ijukoryu＠pref.
aomori.lg.jp）

地区保健衛生座談会
『ごみ減量チャレンジ !!』

　「ごみを減らすにはどうした
らいい？」ごみ減量の方法や、
それを効果的に地域に広めるア
イデアを、参加したみんなで考
え、楽しくにぎやかに意見を出
し合います。時間は２時間程

度です。ご近所、
ご家族お誘い合
わせのうえご参
加ください。
▼日程と場所　
〇裾野地区…１月 15日（水）、
農村環境改善センター（大森字
勝山）
〇東目屋地区…１月16日（木）、
東目屋ふれあいセンター（中野
字中豊田）
〇新和地区…１月 17日（金）、
新和地区体育文化交流センター
（種市字木幡）
〇和徳地区…１月 19日（日）、
和徳公民館（大久保字沼田）、
〇岩木地区…１月 27日（月）、
中央公民館岩木館（賀田１丁目）
〇清水地区…１月 30日（木）、
清水交流センター（大開２丁目）
※時間は午後１時 30分～（東
目屋地区のみ午後２時～）
▼内容　市環境課職員による講
話の後、グループに分かれて
ワークショップを行います。
■問町会連合会事務局（☎ 35-
1111、内線 346）

青森県最低賃金改定

　青森県最低賃金が令和元年
10 月４日から時間額で 790
円に改定され、県内で働くすべ
ての労働者に適用されていま
す。
　詳しくは、青森労働局ホーム
ページをご覧ください。
■問青森労働局賃金室（☎ 017-
734-4114、 ■Ｈ https://
jsite.mhlw.go.jp/aomori-
roudoukyoku/home.html）

再就職支援セミナー

　45歳以上の人を対象に、就
職活動のポイント（応募書類の
作成・面接等）について、中高
年齢者に特化した内容のセミ

ナーを実施します。
▼とき　１月 17 日（金）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）
▼相談料　無料
※雇用保険受給資格者の求職活
動として認められます。参加で
きる人数に限りがありますの
で、気軽にお問い合わせくださ
い。
■問ネクストキャリアセンターあ
おもり（☎017-723-6350、■Ｅ
chuukounen@ims-hirosaki.
com）

津軽塗職人を目指しませんか

　伝統的工芸品「津
軽塗」の担い手と
なる後継者育成の
ため、研修生を募
集します。
▼研修期間　令和
２年４月１日からの毎週月・水・
金曜日、午前９時～正午
※令和５年９月までの研修を予
定。研修期間や受講料は、変更
になる場合あり。

▼ところ　弘前職業能力開発
校第二校舎（田町５丁目）２
階
▼内容　津軽塗に関する講義と
技術研修
▼対象　市内に住所を有する
50歳未満の人＝２人程度
▼受講料　月額5,000円
▼選考方法　書類選考、面接
▼応募方法　履歴書および応募
理由書に記入の上、２月 15日
（土）までに郵送か直接提出し
てください。
※応募理由書は、青森県漆器協
同組合連合会（神田２丁目）お
よび産業育成課に備え付けてあ
るほか、市ホームページからも
ダウンロードできます。
■問青森県漆器協同組合連合会
（〒036-8061、神田２丁目４
の９、☎兼■Ｆ 35-3629）

司法書士と社会福祉士に聞
いてみよう！無料合同相談会

　高齢者・障がい者のための成
年後見制度、登記・相続・借金
問題に関する相談にお応えしま
す。

▼とき　１月18日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▼ところ　アスパム（青森市安
方１丁目）８階「しらかみ」
▼相談料　無料
▼相談員　司法書士、社会福祉
士
※予約不要。ただし手話通訳が
必要な場合は１月７日（火）ま
でに事前予約を。
■問青森県司法書士会（☎017-
776-8398、■Ｆ 017-774-7156）

清水森ナンバを
栽培してみませんか

　弘前在来トウガ
ラシ「清水森ナン
バ」を栽培する新
規会員を募集して
います。
　なお、健康な土で高品質なナ
ンバを栽培するために、栽培を
始める前に土壌診断をする必要
があります。
■問在来津軽「清水森ナンバ」ブ
ランド確立研究会事務局（青森
県特産品センター内、中村さん、
☎39-1811）

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体すっきり！
ストレッチ体
操教室

１月10日～３月27
日の毎週金曜日（３
月20日を除く）、午
前10時～ 11時

弘前B&G海洋セ
ンタ－（八幡町１
丁目）武道館

ストレッチ体
操 40人（先着順） 2,750円

（保険料込）
弘前B&G海洋
センター
（☎33-4545）

②初心者エア
ロボクシング
教室

１月22日、２月５日・
19日、３月４日・18
日（いずれも水曜日）、
午後７時15分～８時

弘前B&G海洋セ
ンタ－（八幡町１
丁目）競技場

エアロビクス
とボクシング
を合わせた有
酸素運動

各回30人（先着
順）

１回500
円（保険料
込み）

弘前B&G海洋
センター
（☎33-4545）
（※２）

③クロスカン
トリースキー
講習会

１月11日～３月７日
の毎週土曜日、午前
10時～正午

運動公園（豊田２
丁目）クロスカン
トリースキー常設
コース

クロスカント
リースキー

小学校４年生以上
＝20人程度（先
着順）

無料（用具
の無料貸し
出しあり）

運動公園
（☎27-6411）

④第 49回弘
前市スポーツ
少年団スキー
大会兼第４回
スノーボード
大会

１月13日（月）、午
前９時30分～午後０
時30分（受け付けは
９時～）

岩木山百沢スキー
場（アルペン・ス
ノーボード）、運
動公園クロスカン
トリースキー常設
コース（クロスカ
ントリースキー）

スキー、スノ
ーボード

令和元年度弘前市
スポーツ少年団に
登録している児
童・生徒／保護者
の承諾を得ている
児童・生徒／スポ
ーツ傷害保険等に
加入している児
童・生徒

弘前市スポ
ーツ少年団
員＝無料、
未登録の児
童・生徒＝
500円

１月６日の午後
４時30分まで
に、岩木小学校
（柏田さん、☎
090-3644-
2553）へ。

各種スポーツ・体操教室


