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不動産に関する無料相談会

  一般消費者に対しての不動産に関
する無料相談会を開催します。
▽とき　９月23日（火・祝）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽相談員　税理士、家屋調査士、建
築士、宅地建物取引主任者
※事前の申し込みは不要。
■問問全日本不動産協会青森県本部（☎
青森017・775・3891）

高齢ドライバー運転診断

　自動車教習所指導員が、運転に対
するアドバイスをします。
▽とき　９月 16 日～ 11 月 14 日
の平日（月曜日は定休日）、午前の
部＝９時～ 11時、午後の部＝１時
～３時（共に２時間程度）
▽ところ　弘前モータースクール
（和泉１丁目）
▽内容　自動車教習所コースにおい
て、普通車（教習車）を運転し、指
導員からの運転診断を受けます。
▽対象　65歳以上で普通以上の免
許所持者＝60人程度
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問問弘前モータースクール（☎ 28・
2525）、警察本部交通企画課高齢
者交通安全対策室（☎青森 017・
723・4211）

一日体験ボランティア

　ボランティア活動を始めるきっか
けとして、一日だけの体験をしてみ
ませんか。
▽とき　９月 28 日（日）、①午前

９時～正午（午前９時集合）／②正
午～午後３時（正午集合）
※雨天の場合は10月５日に順延。
▽集合場所　中三弘前店（土手町）
正面玄関前
▽内容　カルチュアロード内、「ワ
ンニャンを愛する会」の手伝い…犬
猫の新しい飼い主探し、迷子札作り、
フリーマーケットの手伝いなど
▽対象　市民＝各５人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、飲み物、動き
やすい服装
■問問９月 22日までに、ボランティア
支援センター（元寺町、市民参画セ
ンター内、☎38・5595）へ。

稲わらふりーでん

　りんご園の敷きわらや、家庭菜園
などに使う稲わらを無料で提供する
「稲わらふりーでん」を、10 月中
旬より実施します。希望する人には
提供場所の地図を送付します。
　なお、申込時に、必要な稲わらの
量をお知らせください。
■問問９月 19日までに、農業政策課農
産係（☎40・7102）へ。

青森県最低賃金総合相談
支援センターの無料相談
　経営改善に取り組む中小企業事業
主からの相談に、専門家がワン・ス
トップで対応します。また、要望に
応じて専門家を無料で派遣しますの
で、個別にコンサルティングを受け
ることもできます。
▽相談時間　午前９時～午後５時
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
※電話などで事前に確認を。
▽ところ　青森県最低賃金総合相談
支援センター（青森市青柳２丁目、

青森県労働基準協会内）
※電話での相談にも応じます。
▽相談内容　
○経営面に関する相談…販路開拓／
新規事業開拓／資金調達など
○労働面に関する相談…最低賃金制
度の説明／賃金・労働時間制度／労
働安全衛生管理体制の見直しなど
○業務改善助成金制度の手続き
※業務改善助成金制度とは、労働
者の最低時間給（800 円未満）を
400 円以上引き上げた場合に中小
企業事業主に対して、設備などの導
入、研修の実施などに係る経費の一
部を交付することです。
■問問青森県最低賃金総合相談支援セン
ター（☎青森017・777・4686）

子育て女性の
再就職支援セミナー
　出産や育児のために退職した女性
の職場復帰を応援するための講座で
す。
◎メイクアップ講座
▽とき　10月８日、午後１時～３
時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
◎パソコン基礎講座
▽とき　10月９日・10日、14日
～ 17日の午前 10時半～午後３時
半
▽ところ　パソコンスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
◎ビジネスマナー講座
▽とき　10 月 20 日・22 日、午
後１時～５時
▽ところ　ヒロロ３階多世代交流室
１
～共通事項～
▽対象　子育て中の女性＝ 20 人
（先着順）

▽受講料　無料
▽その他　希望者は受講期間中、ヒ
ロロスクエア内の託児室を利用でき
ます（受講者1人につき、1人〈０
歳２カ月～就学前〉まで無料）
※申込書は弘前就労支援センター
（駅前町、ヒロロ３階）のほか、ハロー
ワーク弘前（南富田町）、市役所な
どにも備え付けています。
■問問９月 30日までに、弘前就労支援
センター（☎ 55・0115、■ＦＦ 55・
0125、土・日曜日、祝日を除く午
前９時～午後５時）へ。

登記相談予約制の
導入について
　青森地方法務局では、待ち時間の
短縮のため、登記相談を予約制で行
うことになりました。
　登記相談をご利用の際には、あら
かじめ電話または窓口にお越しの
上、相談の予約をお願いします。
　相談時間は 20分以内で、相談料
は無料です。
※予約をしていない場合は、お待ち
いただくことになりますのでご了承
ください。
■問問青森地方法務局弘前支局（早稲田
３丁目、☎26・1150）

自衛官募集

【防衛大学校（推薦）】
▽受付期間　９月５日～９日
▽試験日　９月27日・28日

【防衛大学校（総合選抜）】
▽受付期間　９月５日～９日
▽試験日　９月27日
【防衛大学校（一般前期）】
▽受付期間　９月５日～30日
▽試験日　11月８日・９日
【防衛医科大学校医学科学生】
▽受付期間　９月５日～30日
▽試験日　11月１日・２日
【防衛医科大学校看護科学生（自衛
官候補看護学生）】
▽受付期間　９月５日～30日
▽試験日　10月 18日
～共通事項～
▽受験資格　高校卒業（見込みを含
む）、18歳以上 21歳未満の人
■問問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

総合行政窓口での戸籍証明書
発行取り扱いの一時停止
　戸籍システムの更新作業のため、
次の期間、総合行政窓口（駅前町、
ヒロロ３階）での戸籍証明書発行の
取り扱いが出来ませんので、ご理解
とご協力をお願いします。
▽期間　９月27日（土）・28日（日）
■問問総合行政窓口（☎31・0260）

「県民グランプリ」募集

　青森県社会奉仕振興会は、心身と
もに健康で明るく生き生きと暮らし
ている健康家族を推進し、住みよい
地域社会の実現を目指しています。
その実現のため、各地域で地道に暮
らしている人たちにスポットをあ
て、人生の目標となる身近な人を発
掘し、表彰します。
　広く県民に感動や勇気を与え、模
範となる自他ともに認め、他の推薦
が得られる個人、家族を募集します。

■問問９月 30 日までに、郵送または
ファクスで、青森県社会奉仕振興会
（〒 030-0957、青森市蛍沢 4 丁
目６の 12、田澤さん、☎兼■ＦＦ青森
017・743・4107）へ。

赤十字活動にご協力を

【赤十字活動を支えるのは“あなた”
です】
　日赤青森県支部の平成 25年度の
社資募集実績額は、皆さんのご協力
により、１億 8,987 万 2,606 円
となりました。
　平成 26年度、日赤青森県支部で
は、災害発生時に超急性期の医療救
護活動を行うＤＭＡＴ（災害派遣医
療チーム）の養成や救護資機材の整
備を行うほか、県内各地域の防災指
導者を養成するための防災セミナー
など、「いのちと健康を守る」を重
視した活動を実施します。
　これらの活動は社資（社費・寄付
金）を財源としています。赤十字活
動の普及・推進のため、市民の皆さ
んの加入、社資のご協力をよろしく
お願いします。
■問問弘前市社会福祉協議会総務課（☎
33・1161）

今月の市税などの納期今月の市税などの納期

納  期  限  ９月30日

☆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。
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市 ・ 県 民 税 第２期
国民健康保険料  第３期
介 護 保 険 料  第３期
後期高齢者医療保険料  第３期


