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夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜間納税相談　８月 18日～ 22
日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　８月 24日の午前
９時～午後４時
■問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

技能講習会のお知らせ

【小型移動式クレーン運転技能講習】
▽とき　８月20日～ 23日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝日本通運弘
前支店ターミナル（新里字中平岡）
▽受 講 料　１万円（テキスト代
1,645円が別途必要）
※クレーン、移動式クレーン、デリッ
ク、揚貨装置の各運転士免許証の所
持者および床上操作式クレーン、玉
掛けの各技能講習修了証の所持者は
6,760円。
▽申込期間　８月４日～８日
【ガス溶接技能講習】
▽とき　９月５日・６日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝新栄工業（神
田１丁目）
▽受講料　4,000 円（テキスト代
864円が別途必要）
▽申込期間　８月15日～ 22日
～共通事項～
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）／②出稼労働者
手帳を所持している18歳以上の人
▽定員　各5人（先着順）
▽申し込み手続き　印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受

給者証か出稼労働者手帳（有効期限
内のもの）、自動車運転免許証、前
記資格所持者は各免許証または修了
証を持参してください。なお、代理
人による申請はできません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎ 33･5657、受付時
間は午前9時～午後５時）

あおもり検定 2014

▽とき　９月21日（日）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前商工会議所会館（上
鞘師町）
▽内容　あおもり県民カレッジ単位
認定講座で、青森県の歴史・文化・
観光・自然など多分野にわたる検定
試験
▽ 受 験 料　 初 級 ＝ 3,000 円 ／
中・上級＝ 4,000 円／学生各級＝
1,000円
▽申し込み方法　８月 25 日まで
に、パンフレットに付属の払込取扱
票（申込書）に必要事項を記入し、
受験料を添えて市内の郵便局へ。
※パンフレットは市内の各公民館の
ほか、弘前商工会議所、紀伊國屋書
店弘前店、メディアイン城東店など
に配置。
■問あおもり検定事務局（青森市橋本
２丁目、青森商工会議所内、☎青
森 017・734・1311、■Ｈ http://
www.acci.or.jp/kentei）

消防職員募集（消防職Ａ・Ｂ）

▽職種と資格
①消防職Ａ＝昭和 61年４月２日～
平成５年４月１日に生まれた人／消
防職Ｂ＝平成５年４月２日～平成９
年４月１日に生まれた人
②日本国籍を有し、弘前市、黒石市、

平川市、大鰐町、板柳町、藤崎町、
田舎館村、西目屋村に現住所か本籍
があり、矯正視力を含み両眼で0.7
以上かつ一眼でそれぞれ 0.3 以上、
赤・青・黄色の識別ができ、男性は
身長おおむね 160㎝以上、女性は
おおむね155㎝以上の人
▽採用予定　12人
▽第１次試験日　９月21日（日）
▽試験場所　第二中学校（平岡町）
▽試験科目　消防職Ａ＝大学卒業程
度の教養試験・専門試験／消防職Ｂ
＝高校卒業程度の教養試験／各職種
共通＝適性検査、体力測定
▽受験申込書の提出方法　消防本部
人材育成課および各消防署で交付す
る受験申込書に記入し、必要書類を
添え、８月 27日（必着）までに郵
送または持参してください。なお、
受け付けは、土・日曜日、祝日を除
く午前８時半～午後５時です。
■問消防本部人材育成課（〒 036・
8203、 本 町 ２ の １、 ☎ 32・
5102）

文化グループ会員募集

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
ループの会員を募集しています。初
心者・経験者を問わず歓迎します。
【書道愛好会】
▽とき　第２・第４水曜日の午前
10時～ 11時 50分
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　漢字・仮名の基礎的な練習
／年１回の作品展（好きな言葉や詩
語などを自由に表現）
▽講師　肥後黄娥さん
▽募集人数　若干名
▽受講料　月額 3,700 円（テキス
ト代含む）
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今月の市税などの納期
納  期  限  ９月１日
国民健康保険料  第２期
介 護 保 険 料  第２期
後期高齢者医療保険料  第２期

☆今月は第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替のご利用を。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が
　加算される場合があります。

【茜短歌会】
▽活動日　第３金曜日　午後１時半
～４時
▽ところ　弘前文化センター２階第
１会議室
▽内容　短歌を詠む
▽講師　工藤邦男さん（短歌結社「潮
音」選者）
▽募集人数　女性若干名
▽受講料　月額1,500円
■問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■Ｆ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

弘前・黒石地区親子
クッキングコンテスト
▽とき　９月21日（日）
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）調理実習室
▽テーマ　「わが家のおいしいごは
ん」
▽対象　弘前市・黒石市在住の親（保
護者）と子（小学生）の２人１組
▽調理の条件　食材費＝ 2,000 円
程度（４人分）／調理時間＝ 60分
（盛り付け時間を含む）／オリジナ
ル料理であること
■問８月 31日までに、弘前ガス（☎
27・9100）へ。

納税通知書等送付用窓付封筒
に掲載する有料広告募集
　市では、市・県民税、軽自動車税
および固定資産税・都市計画税の納
税通知書等送付用の窓付封筒に掲載
する有料広告を募集しています。掲
載できる広告は、市税などの納税通
知書等を郵送する性格上、いくつか
の条件がありますので、市ホーム
ページでご確認ください。
▽使用枚数　約18万 7,000 枚

▽掲載規格など　縦60㎜×横 105
㎜、２枠
▽掲載料　１枠当たり年間16万円
▽申込期限　９月１日
■問資産税課（市役所２階、☎ 40・
7027）

あおもりアビリンピック2014

【第 12 回青森県障害者技能競技大
会】
　障がい者の職業能力向上と、障が
い者に対する社会の理解と認識を深
め、雇用の促進を図ることを目的に
開催します。
▽とき　10 月５日（日）
　　　　午前９時半～午後３時半
▽ところ　高齢・障害・求職者雇用
支援機構青森職業訓練支援センター
（青森市中央３丁目）およびホテル
青森（青森市堤町１丁目）
▽競技種目・定員　日本語ワープロ
＝ 10人／日本語ワープロＢ（知的
障がい）＝ 10人／表計算＝ 10人
／ＤＴＰ＝ 10人／ビルクリーニン
グ＝５人／喫茶サービス＝ 10 人
※定員を超えた場合は、出場または
表彰回数の少ない人を優先します。
▽参加料　無料
▽参加資格　①平成 26年４月１日
現在で15 歳以上であること　②身
体障がい者は身体障害者手帳を所
持、または指定医・産業医の診断書
を提示できること。知的障がい者は
愛護手帳（療育手帳）を所持、また
は知的障害者判定機関において判定
されていること。精神障がい者は精
神障害者保健福祉手帳を所持してい
ることなど
※詳細は問い合わせを。
■問９月１日までに、あおもりアビ
リンピック 2014 実行委員会事務
局（青森市中央１丁目、あおばビル

中央６階、高齢・障害・求職者雇用
支援機構青森障害者職業センター
内、☎青森017・721・2125、■Ｆ
017・721・2127）へ。

排水設備工事責任技術者試験

▽とき　10月 22日（水）
　　　　午後２時～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽受験料　8,000 円（振り込み手
数料を除く）
▽申し込み方法　８月 15日～９月
１日（土・日曜日を除く）に、上下
水道部営業課給排水係（茂森町）で
申込書を配布・受け付けします。
■問上下水道部営業課給排水係（☎
32・0698）

農産物等放射線モニタリング
調査の実施
　対象農産物は、りんご・水稲・桃・
トマト・嶽きみ・ピーマン・清水森
ナンバの計７品目で、月 1回市内
11カ所で実施予定です。
　調査結果は、全調査終了後に広報
に掲載予定ですが、途中経過は市
ホームページでご覧になれます。
■問農業政策課（☎40・7102）
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答えは、①の約 17 万 4,000 トンだよ。
全国の約23％ものりんごが弘前で収穫さ
れているんだ。さすが「りんご王国」だね。
みんなもりんごについてたくさん
調べて、りんご博覧会に
遊びに行ってみよう！
※質問は19ページに掲載。
※収穫量は平成 25年の数値。

教えて！たか丸くんクイズの答え


