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お知らせ版

　市民の皆さんのご意見・ご提案を市政に反映させる
広聴事業の一環として、「平成 25年度市長車座ミー
ティング」を開催します。
　市長と市民がさまざまなテーマで、ざっくばらんに
話ができる絶好の機会です。奮ってお申し込みを。
▽とき　
①第１回＝４月22日
②第２回＝５月16日
※時間はいずれも午後２時～３時。

　本年度開催されたミーティングでは、伝統工芸の商
工業振興・観光対策に関すること、スポーツを通じた
地域活性化に関すること、女性の防災意識向上とネッ
トワーク形成に関することなど、さまざまなテーマで

市長車座
ミーティング

▽対象　市内に在住、在勤または在学するおおむね５
人～15人で構成された団体（営利目的、宗教・思想・
政治活動などの目的で開催しようとする団体は除く）
▽申し込み方法　開催希望申込書に、テーマや開催場
所など所定の事項を記入の上、各開催日の１カ月前ま
でに広聴広報課（市役所２階、窓口 258）へ持参す
るか、郵送またはファクスで申し込んでください。
※開催希望申込書は、広聴広報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。
▽その他
○申込団体が複数の場合は、抽選により決定します。
○会場の準備および費用負担は開催団体が行ってくだ
さい。
○開催結果は、写真を添えて市のホームページで概要
を公表するほか、ミーティングの様子をインターネッ
ト上で動画配信します。
▽問 い 合 わ せ 先　広聴広報課広聴係（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1194、ファクス
35・0080）

市長と気軽に
話しませんか

話し合われました。
　参加者からは、「市長と気軽に話し合いができて良
かった」という声も聞かれていますので、皆さん気軽
にお申し込みください。
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３月23日から４月７日までの土・日曜日も
市役所本庁舎で一部窓口業務を行います

平日都合のつか
ない人はぜひご
利用を

　異動時期における窓口の混雑緩和と待ち時間短縮の
ため、３月 23日から４月７日までは、土・日曜日も
転出や転入などを対象とした窓口業務を行いますの
で、ぜひご利用ください。
※他市町村・行政機関が休業のため、内容によっては、
再度来庁してもらう場合もあります。
▽とき　３月23日（土）・24日（日）・30日（土）・
31日（日）、４月６日（土）・７日（日）
▽時間　午前８時半～午後５時
▽ところ　市役所本庁舎（上白銀町）
▽取扱業務　詳細は各担当課へお問い合わせくださ

い。なお、広報ひろさき３月１日号にも掲載していま
すので、ご覧ください。
○住民異動届・戸籍届の受け付け、住民票の写し・戸
籍証明書・印鑑証明書の発行など…市民課（１階、☎
35・1113）
※住基ネット利用業務（住基カードによる転入・転出
および住基カードの継続利用手続きなど）は取り扱い
できませんので、平日にご利用ください。
○国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金の免
除・給付の届け出など…国保年金課（１階、☎ 40・
7045～ 7048）
○障害者手帳・自立支援医療の手続きなど…福祉総務
課（１階、☎40・7036）
○児童手当・保育所の入退所の手続きなど…子育て支
援課（１階、☎40・7039、35・1131）
○転出・転入・転居に伴う小・中学校の就学事務…学
務課弘前分室（２階、☎40・7057）
※就学事務の取り扱い期間は、３月 23日～ 31日で
す。
○水道の使用開始 ･廃止の受け付け…上下水道部（茂
森町、☎ 36・8115、夜間・休日☎ 36・8100）で
常時受け付けます。連絡は５日くらい前までにお願い
します。

弘前市地域公共交通会議の委員募集市民の皆さんか
ら公募します

　市では、より良い生活交通の確保のため、弘前市地
域公共交通会議を設置し、路線バスや鉄道などの公共
交通の運行体系や運賃などに関する協議を行っていま
す。
　このたび、公共交通について市民の皆さんの意見を
反映させるため、広く委員を募集しますので、奮って
ご応募ください。
▽応募資格　市内に在住する満20歳以上の市民（議
員、公務員を除く）
※現在、既に市の審議会などの委員になっている人は
ご遠慮ください。
▽募集人員　３人
▽募集期間　３月18日～４月５日（当日消印有効）
▽任期・会議の開催など　任期は委嘱の日（４月下旬
を予定）から２年間。会議は平日の日中に開催する予定
▽報酬など　会議１回の出席につき、市の規定に基づ
く報酬および交通費を支給
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参、ファクスまたはＥメールで提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号
②志望動機、弘前市の公共交通について感じているこ
となど（400字程度）

※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、都市計画課（市役所５階）、
岩木総合支所総務課、相馬総合支所総務課、各出張所
でも配布しています。なお、応募用紙は返却しません
ので、あらかじめご了承ください。
▽選考方法　選考委員会で選考し、結果を応募者全員
に通知します。
▽問い合わせ・提出先　都市計画課（〒036・8551、
上白銀町１の１、市役所５階、☎ 35・1124、ファ
クス 35・3765、Ｅメール toshikeikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

当市のごみ減量化の結果（12月）ごみの減量化に
ご協力を

【ごみを減らすために】
　年度末になると、家庭や事業所では不要となる教科
書やノート、書類など多くの古紙類が発生します。こ
れらはきちんと分別することで再資源化されるため、
燃やせるごみには出さずに、家庭では再生資源回収運
動、回収ステーションや行政回収を、また事業所では、
古紙リサイクルセンターやオフィス町内会を活用し、
リサイクルに努めてください。
▽問い合わせ先　環境政策課資源循環係（☎ 35・
1130）

平成25年度市ホームページのバナー広告を募集中自社などをＰＲ
しませんか

　市のホームページに掲載する平成25年度のバナー
広告を募集しています。
▽市ホームページ（トップページ）の閲覧状況　平成
24年：165万 1,820 回（月平均13万 7,652 回）
※閲覧状況は、平成 25年の閲覧数を保証するもので
はありません。
▽掲載枠　トップページ＝８枠
※その他のページは特に制限を設けていません。
▽掲載位置　市ホームページトップページ＝右枠／
トップページ以外＝左枠
▽掲載料　トップページ＝１月当たり１枠１万円（１
年間継続の申し込みで１枠10万円）／トップページ
以外＝１月当たり１枠 3,000 円（１年間継続の申し
込みで１枠３万円）
▽掲載期間　広告の掲載期間は月単位です。また、連

続して掲載できる期間は最大 12カ月です。なお、掲
載期間は、土・日曜日、祝日、年末年始などにより、
月ごとに異なります。
▽バナーの規格　大きさ：縦 50ピクセル、横 170
ピクセル／形式：ＧＩＦ、ＪＰＥＧ、ＰＮＧ／容量：
10キロバイト以下
▽申込期限　掲載開始月の前月の 10日までに申し込
んでください。
※平成 24年 12月から、申込様式や掲載料などが変
更になりました。掲載を希望する人は必ず市ホーム
ページ（トップ＞有料広告掲載案内 ＞ バナー広告、
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/koukoku/
banner/index.html）をご確認ください。
▽問い合わせ・申込先　広聴広報課広聴係（市役所２
階、窓口258、☎ 35・1194）

弘前市メールマガジンに登録を弘前の旬の情報を
お届けします

　市では、市民と行政の情報共有を促進するため、市
政情報や市の行事予定などをお届けする「弘前市メー
ルマガジン」を配信しています。
　毎週月曜日に次のようなお役立ち情報がＥメールで
配信されます。皆さんぜひご登録ください。

主な配信情報
●トピックス…弘前を舞台にしたテレビ番組やイン
ターネット動画サイト「YouTube」、雑誌など旬な話
題をお届けします。
●市政だより…市政に関する情報をお届けします。
●新着情報…市ホームページの新着情報の中から、生
きのいい情報をピックアップしてお届けします。
●新着図書ピックアップコーナー…図書館お薦めの新
着図書をお知らせします。
●お出かけ＆イベント情報…これから行われる催しや
市民講座、体験教室などをお知らせします。

●たか丸くん information…たか丸くんの出没情報
をお知らせします。
●ＦＭアップルウェーブ～行政なんでも情報～…市職
員が出演する「行政なんでも情報」の今週放送分の内
容をお知らせします。
●医療情報…今週の休日在宅当番情報をお届けしま
す。
※臨時号…災害情報などの緊急情報は、臨時号として
不定期に配信します。

登録は簡単
　登録は、市ホームページから簡単に行うことができ、
無料（通信料を除く）で利用することができます（市
トップページ＞お役立ち情報＞メールマガジン）。
▽問い合わせ先　広聴広報課広聴係（市役所２階、窓口
258、☎ 35・1194）
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 イベント
岩木文化センター自主事業
あそべーるの春よ来いコンサート

【おらほ（青森県）のシンガー
　　　　　　　　ライブ＆トーク】
　県内で活躍しているシンガーによ
るコンサートを開催します。
▽とき　３月 23 日（土）、午後２
時～４時（開場は午後１時半）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽出演　板橋かずゆき、シノン、今
千里、たいぞう、アヤノ
▽入場料　無料
■問 中央公民館岩木館（☎ 82・
3214）

弘大白神研究会冬季観察会

【白神山地スノートレッキング　春
近い里山を散策しましょう】
▽とき　３月 30 日（土）、午前９
時～午後３時（雪・雨天決行）
▽集合　午前９時までに、ビーチに
しめや（西目屋村田代）駐車場へ。
※送迎を希望する人は、事前に申し
込みをし、当日の午前８時に弘前大
学（文京町）正門に集合を。
▽コース　西目屋村焼山、不識の塔・
弘前大学白神自然観察園付近　
▽対象　小学校４年生以上＝ 20人
（先着順）
※小・中学生は保護者同伴で。また、
雪の中を３時間ほど歩きますので、

高血圧や心臓疾患など持病のある人
は、医師に相談の上、参加を。
▽参加料　1,000 円（テキスト代、
保険料として）
▽持ち物・服装　スキーウエア、長
靴、オーバーズボンかロングスパッ
ツ、かんじき・スノーシュー（持っ
ていない人には貸し出します）、ス
キーストック、昼食、温かい飲み物
▽申込先　３月 27日までに、弘前
大学白神自然観察園（山岸さん、☎
兼■Ｆ 39・3706）か白神マタギ舎（牧
田さん、☎兼■Ｆ 88・1881）へ。
■問白神マタギ舎

くらしの消費者講座

　最近、訪問販売や電話勧誘による
利殖商法のトラブルが増加してお
り、特に高齢者を狙う悪質商法が多
発しています。これらのトラブルに
よる被害を未然に防ぐため、悪質商
法をテーマにした講座を開催しま
す。
【最近の悪質商法の手口と対策につ
いて】
▽とき　３月22日（金）
　　　　午後２時～４時
▽講師　青森県金融広報委員会金融
広報アドバイザー
【悪質商法にだまされないために～
高齢者の被害を防ごう～】
▽とき　３月27日（水）
　　　　午後２時～４時
▽講師　青森県金融広報委員会金融

広報アドバイザー
～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽対象　市民または市内に通勤・通
学する人
▽定員　50人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　無料
■問 市民生活センター（☎ 34・
3179）

三省地区交流センター
「レザークラフト教室」
　オリジナルの皮ブローチを作って
みませんか。
▽とき　３月29日（金）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　三省地区交流センター
（三世寺字鳴瀬）
▽内容　初心者向けレザークラフト
ブローチ作り
▽講師　笹木啓子さん
▽定員　15人（先着順）
▽参加料　700円（材料費として）
■問３月 19 日～ 26 日に、電話で
三省地区交流センター（☎ 95・
3760、月曜日と祝日の翌日は休館）
へ。

第３回さんかくセミナー

　認知症の人や家族への直接的な支
援のみならず、安心して暮らせる地
域づくりのために必要なことはなん
でしょうか。
　高齢者だけでなく、若年性認知症、

 教室・講座  その他
  

　   暮らしの
nformation

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先
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男性介護者の支援に力を注いでいる
講師に、「ぼけても安心して暮らせ
る社会へ～言葉より心に寄り添う認
知症～」をテーマにお話ししてもら
います。
▽とき　３月26日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）
▽講師　東谷康生さん（社会福祉士、
介護福祉士、介護支援相談員）　
▽対象　市民
▽託児　３月 22日までに申し込み
を（無料）。
■問 市民参画センター（☎ 31・
2500）

あすなろ体操スクール

　平成 25 年度の生徒を募集しま
す。
▽とき　４月～平成 26年３月の主
に日曜日（月２回）、午後５時半～
７時
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　①エンジェルコース＝ボー
ル、縄、マット　②ジュニアコース
＝器械体操（マット、平均台、跳び
箱、鉄棒）、トランポリンなど　③
シニアコース＝ストレッチ体操、軽
スポーツ、ヨガ、エアロビクスなど
▽対象　①４歳～５歳児＝５人　②
小学生＝60人　③成人＝30人
▽受講料　①・②＝年間１万2,000
円／③＝年間6,000円
※スポーツ安全保険料を含む。
▽持ち物　内履き
▽申し込み　３月 31日の午後４時
～５時に、受講料を添えて市民体育
館会議室へ。
※第１回目のスクールは、４月上旬
に開催する予定です。
■問午後７時～８時に、弘前体操連盟
（佐々木さん、☎34・8560）へ。

サンライフ弘前
「初心者社交ダンス教室」
▽とき　４月４日・10日・18日（計
３回）の午後７時～８時半
▽ところ　サンライフ弘前（豊田１
丁目）

▽内容　初歩のステップの実技講習
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　150円（保険料として）
▽持ち物　ダンスが踊れる靴と服装
■問３月 21日から、直接来所か電話
でサンライフ弘前（☎ 27・2811）
へ。

弘前学院大学
開放講義（前期）
　弘前学院大学では、開かれた大学
づくりの一環として、地域の皆さん
が学生と一緒に通常の講義を受講す
る「開放講義」を実施します。
▽期間　４月５日～８月１日
▽科目　英会話Ⅰ、シェイクスピア
Ａ、生命の科学Ａなど
▽受講料　無料（別途資料代2,500
円が必要）
■問３月 21 日～ 29 日に、弘前学
院大学学務課窓口（稔町、☎ 34・
5211）へ。
※詳細はホームページ（http://
www.hirogaku-u.ac.jp/、 ３ 月
18日ごろ更新予定）をご覧になる
か、お問い合わせください。

水泳教室（平泳ぎ）

▽とき　４月８日～ 24 日の毎週
月・水曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　初級者向けの平泳ぎの練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳げる市
民＝10人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、３月 28 日（必着）
までに温水プール石川（〒 036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問温水プール石川（☎49・7081）

水泳教室（クロール）

▽とき　４月９日～ 25 日の毎週
火・木曜日、午前10時～ 11時

▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　クロールの呼吸練習
▽対象　市民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、３月 29 日（必着）
までに温水プール石川（〒 036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問温水プール石川（☎49・7081）

墓地公園までバス運行

　３月20日の彼岸の中日に、久渡
寺線の路線バスが墓地公園を経由し
て運行されます。
▽臨時停留所　墓地公園、墓地公園
入り口（２カ所）
▽料金　バスターミナルから臨時停
留所まで、片道380円
※参拝の際は、供物や花などをお持
ち帰りください。
■問環境政策課環境保全係（☎ 40・
7035）

国民健康保険
高齢受給者証の再交付
　国民健康保険に加入している 70
歳～ 74歳の人で、医療機関での窓
口負担が１割の人については、４月
１日から２割に引き上げとなる予定
でしたが、来年の３月 31日まで１
割に据え置かれることになりました
（既に窓口負担が３割の人は除く）。
　これに伴い、「１割」と表記した
高齢受給者証を３月下旬に発送しま
すので、お手元に届きましたら記載
内容などをご確認ください。
　なお、現在お持ちの高齢受給者証
は４月１日以降使用できませんの
で、廃棄してくださるようお願いし
ます。
■問国保年金課国保保険料係（市役所
１階、窓口158、☎ 40・7045）

▽とき　６月 16日（日）、午前 10時～（受け付けは
午前８時～９時）
▽ところ　弘前公園内特設コース
▽内容　１チーム５人～10人で、１周２㎞のコースを
たすきでつなぎ、42.195㎞の完走を目指します。
※制限時間は４時間半。走る順番や一人何周走るかは自
由。
▽対象　①小学生の部、②中学生の部、③一般の部＝

50チーム（先着順）
▽参加料　①・②＝ 7,000 円、③＝１万円（傷害保険
料を含む）
▽申し込み方法　市内各所に備える申込書に必要事項を
記入し、３月 23日～４月 30日に、ファクスまたは郵
送でスポネット弘前事務局（〒036・8035、百石町２
の１、弘前商事ビル２階、■Ｆ 88・6239）へ。
■問スポネット弘前事務局（☎32・6523）

第１回弘前城リレーマラソン６／16開催 !!
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※申し込み方法など、詳細は問い合
わせを。
■問健康推進課（☎37・3750）

国家公務員（国税専門官）
採用試験
　仙台国税局では、税務のスペシャ
リストとして活躍するバイタリ
ティーあふれる国税専門官（大学卒
業程度）を募集しています。国税専
門官は国の財政を支える重要な仕事
を担い、税務署等において調査・徴
収・検査や指導などを行います。
▽受験資格
○昭和 58年４月２日～平成４年４
月１日生まれの人
○平成４年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 26
年３月までに大学を卒業する見込み
の人　②人事院が①に掲げる人と同
等の資格があると認める人
▽第一次試験日　６月９日（日）
▽申し込み方法　４月１日の午前
９時から 11 日までに、インター
ネット（申込専用アドレス http://
www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html）で申し込んでください。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、最寄りの税務署か仙
台国税局人事第二課、または人事院
東北事務局に受験申込書を請求し、
４月１日か２日に、仙台国税局へ郵
送（４月２日の消印有効）または持
参してください。
■問仙台国税局人事第二課試験研修係
（☎仙台 022・263・1111、内線
3236）

労働基準監督官採用試験

▽試験区分　労働基準監督官A（法
文系）および労働基準監督官B（理
工系）
※採用予定者数は別途、人事院ホー
ムページ（国家公務員試験採用情
報 ナ ビ http://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.htm）に掲載されま
す。
▽受験資格
○昭和 58年４月２日～平成４年４
月１日生まれの人
○平成４年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 26
年３月までに大学を卒業する見込み

の人　②人事院が①に掲げる人と同
等の資格があると認める人
▽試験日および試験地　【第一次試
験】６月９日／札幌市・秋田市・仙
台市・東京都ほか　【第二次試験】
７月 17日か 18日の指定された日
／札幌市・仙台市・東京都ほか
▽申し込み方法　４月１日の午前
９時から 11 日までに、インター
ネット（申込専用アドレス http://
www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html）で申し込んでください。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、４月１日か２日に、
希望する第一次試験地の労働局へ郵
送（４月２日の消印有効）または持
参してください。
■問青森労働局総務部総務課（☎青森
017・734・4111）／弘前労働基
準監督署（☎33・6411）

少年・少女発明クラブ

　科学実験や図画・工作、見学など
を通して、子どもたちの夢と創造性
を育てます。
▽活動期間　４月 21日～平成 26
年３月９日の指定の土・日曜日（年
間20回）、午前９時半～11時半
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）工作実習室ほか
▽対象　市内小学校３年生～中学生
＝36人
▽参加料　年間3,000円（材料費・
保険料などとして）
■問はがきに住所・氏名・新年度在籍
の学校名・電話番号を記入し、３月
30日までに福田智好さん（〒036・
8227、桔梗野２丁目 21、桔梗野
小学校内、☎32・4078）へ。

ランニングクラブ参加者募集

　スポネット弘前では、マラソン大
会で完走することを目標に参加者を
募集します。初心者も大歓迎！みん
なで楽しみながら走りませんか。
【初回説明会・試走会】
▽とき　４月７日（日）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）会議室
▽内容　活動内容や日程の説明、運
動公園内のランニング
▽参加料　無料

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  180,908 人　 （－149）
　 男　　  82,837 人　 （－69）
　 女　　  98,071 人　 （－80）
・世帯数　 71,909 世帯（＋26）
平成 25年２月１日現在（推計）

自動車税の口座振替について

　自動車税の納付は、便利で安全・
確実な口座振替をご利用ください。
申込用紙は取扱金融機関・地域県民
局県税部の窓口に備え付けています
ので、気軽にお問い合わせくださ
い。なお、口座振替の申込期限は４
月30日です。
■問中南地域県民局県税部納税管理課
（☎32・4341）

助産師募集

　市では、妊産婦・新生児の訪問指
導に従事する助産師を募集していま
す。
▽募集人員　２人
▽応募資格　助産師の資格を有し、
臨床経験がある人で、自動車運転免
許を有する人
▽勤務期間　４月１日～
▽勤務日数　おおむね５日～ 15日
／月

6 7ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１３.３.１５

 暮らしのinformation

▽持ち物　筆記用具、動きやすい服
装
【定期活動】
▽活動日　毎週木曜日の午後７時～
８時
▽内容　運動公園内のランニング
※ロードランニングや講習会を月１
回ペースで土曜日に開催予定。
▽参加料　１回 200 円（保険料を
含む）
■問 ス ポ ネ ッ ト 弘 前（ ☎ 32・
6523、■Ｆ 88・6239、■Ｅ info@
sponet-h.com）

弘前市赤十字奉仕団員募集

　弘前市赤十字奉仕団は、市内 13
カ所に 17 分団が結成されており、
現在 1,794 人の団員が奉仕活動を
行っています。主な活動として、
○弘前さくらまつりでのお茶の接待
○愛の広場レクリエーションの集い
のサポート
○赤い羽根共同募金、赤十字社資、
災害義援金の募金活動
のほか、災害時に備えた炊き出しの
研修も行っています。
　赤十字活動の普及・推進のため、
市民皆さんの加入をお願いします。
■問弘前市社会福祉協議会総務課（☎
33・1161）

多重債務相談窓口

　青森財務事務所では、多重債務相
談窓口を設置しています。相談は無
料で、秘密は厳守します。気軽にご
相談ください。
▽とき　月～金曜日（祝日・年末年
始を除く）の午前８時半～午後５時
15分
▽ところ　青森財務事務所（青森市
新町２丁目、青森合同庁舎３階）
▽電話番号　相談専用ダイヤル…青
森017・774・6488
■問青森財務事務所（☎青森 017・
722・1463）

土地家屋調査士相談

　青森県土地家屋調査士会弘前支部
では、不動産の表示に関する登記や
土地の境界問題などについて、無料
で相談に応じています。事前の予約
は不要です。

▽とき　毎月第１金曜日の午後１時
～４時
▽ところ　市民生活センター（土手
町分庁舎内）
■問 市民生活センター（☎ 33・
5830）

暮らしとこころの
無料法律相談会
　青森県弁護士会が負債、生活苦、
失業などの経済・生活問題で困って
いる人を対象に行う無料法律相談会
です。相談は予約制ですので、希望
する人は事前に電話で申し込んでく
ださい。
▽とき　３月25日～ 29日
▽ところ　各地域の法律事務所
▽相談内容　多重債務、労働問題、
離婚、ＤＶ、いじめなど、生活や心
の悩みに関する法律相談
■問３月 21 日～ 28 日（土・日曜
日を除く）の午前９時～午後５時
に、青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285）へ。
※申し込みの際は「暮らしとこころ
の相談希望」とお伝えください。申
込受付後、地域の担当弁護士が日程
調整などのため連絡をします。

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森相談
センターが行う出張相談会です。相
談は予約制ですので、希望する人は
事前に電話で申し込んでください。
▽とき　４月３日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（土手
町分庁舎内）
■問消費者信用生活協同組合青森相
談センター（☎青森 017・752・
6755）

健 康 相 談

　「生活習慣病の予防について」「禁
煙したい」「健診結果を詳しく知り
たい」「健診受診後の生活について」
など、健康や栄養について保健師や
栄養士が無料で相談に応じていま
す。相談は予約が必要ですので、希
望する人は事前に電話で申し込んで
ください。
▽４月の相談日　８日・15日の午

前９時～午後３時半
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）
■問健康推進課（弘前市保健センター
内、☎37・3750）

ミツバチを飼育している人は
飼育届の提出を
　改正養蜂振興法が１月１日から施
行されたことに伴い、趣味でミツバ
チを飼育する人も、毎年１月末まで
に、飼育届を県へ提出することが義
務付けられました。現在ミツバチを
飼育していて届け出をしていない人
は、至急提出してください。なお、
花粉交配を目的として短期間飼育す
る場合、届け出は不要ですが、交配
後にはミツバチを養蜂業者に返却す
るか、巣箱を焼却してください。
■問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（蔵主町、藤岡さん
か高橋さん、☎ 32・1131、内線
262）

電話帳の配達・回収

　ＮＴＴ東日本が、４月中に新しい
電話帳を各家庭・事業所に届けます。
その際、現在使っている電話帳を配
達員にお渡しください。
　回収した古い電話帳は、地球環境
保護や資源の有効活用のため、新し
い電話帳の原材料となりますので、
ご協力をお願いします。なお、不在
時などで配達員に渡せなかった場合
は、後日あらためて回収しますので、
ご連絡ください。
■問タウンページセンタ（☎フリーダ
イヤル 0120・506・309、受付
時間は平日の午前９時～午後５時）

 

　これまで県の保健所で行ってい
た、専用水道・簡易専用水道に関
する各種手続きや立ち入り検査な
どの事務は、４月１日から上下水
道部営業課が窓口となりますの
で、各水道施設の設置者・管理者
はご注意ください。
▽移譲日　４月１日
▽移譲事務

【専用水道】
○布設工事設計の確認・申請書な
どの受理・通知
○住所等変更・給水開始・業務委
託などの届け出の受理
○水道施設などの改善の指示・勧
告
○給水停止命令・管理報告の徴収・
立ち入り検査　など
【簡易専用水道】
○給水停止命令・立ち入り検査
○水道施設の清掃などの指示
■問上下水道部営業課給排水係（☎
32・0698）

に関する事務が

県から市へ権限移譲

専用水道・
簡易専用水道
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　市教育委員会では毎年、道路建設
や史跡整備などに伴い、遺跡の発掘
調査を実施し、その成果を公開して
います。
　今回は、平成 24年度に調査した
遺跡の中から、平安時代の竪穴住居
跡が多数発見された油伝（２）遺跡
（蒔苗字油伝）、本丸東側に幅 32ｍ
の大きな門跡が見つかった津軽（大
浦）為信の居城・史跡津軽氏城跡堀
越城跡（堀越字柏田）、本丸石垣修
理の基礎情報収集のため、試掘調査

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
リニューアルオープン＆
記念事業
　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（八幡町１丁目）の
耐震工事などが完了し、リニューアルオープン
します。皆さんのご利用をお待ちしています。
　また、リニューアルオープン記念事業も実施
しますので、ぜひおいでください。
【リニューアルオープン記念事業】
▽日程と内容　３月 23日（土）、午後１時～
＝オープニングセレモニー、午後２時～３時半
＝剣道特別指導…講師・太田忠徳さん（全日本
剣道道場連盟専務理事、範士八段）
▽利用再開日　３月24日
※３月中は共用（個人）利用に限ります。
▽問い合わせ先　保
健体育課体育係（☎
82・1643）／弘前
Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎33・4545）

を行った史跡津軽氏城跡弘前城跡
（下白銀町）などを紹介します。ぜ
ひご覧ください。
▽とき　３月 16日～通年（年末年
始を除く）、午前９時～午後５時
▽ところ　旧弘前市立図書館（下白
銀町、追手門広場内）２階展示コー
ナー
▽入場料　無料
▽問い合わせ先　文化財保護課埋
蔵文化財係（岩木庁舎内、☎ 82・
1642）弘前城本丸石垣発掘調査風景

サッカーブランデュー弘前
2013 シーズン

キックオフミーティング
　サッカーのプロリーグ参入を
目指して昨年の５月に発足した、
当市を活動拠点とするクラブ
チーム「ブランデュー弘前」。
　本ミーティングでは、2013
シーズンの方針発表および、新
チーム・ユニフォームのお披露目を行います。
　また、サポーターズクラブの入会やグッズ販
売も行う予定となっていますので、奮ってご参
加ください。
▽とき　３月24日（日）、午後２時～３時半
▽ところ　土手町コミュニティパークコミュニ
ケーションプラザ１階多目的ホール
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽問い合わせ先　弘前Ｊスポーツプロジェクト
（☎92・9220）


