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①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する
②寝具、衣類およびカーテンからの
火災を防ぐために、防炎品を使用す
る
③火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置する
④お年寄りや身体の不自由な人を守
るために、隣近所の協力体制をつく
る
■問問消防本部予防課（☎32・5104）
または最寄りの消防署・分署へ。

困ったら一人で
悩まず行政相談
　10 月 20 日～ 26 日は「行政相
談週間」です。この期間、行政相談
委員が「特設行政相談所」を開設し
ますので、お気軽にご相談を。相談
は無料で、秘密は厳守します。
▽とき　10月 20日～ 26日
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　年金、保険、登記、福祉な
ど役所の仕事について分からないこ
とや困りごとなど
■問問 市民生活センター（☎ 33・
5830）、総務省青森行政評価事務
所行政相談課（☎青森017・734・
3354）

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～　
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、10月をパトロール強化月間と
し、全国一斉パトロールを実施しま
す。
　当市でも、建設リサイクル法が適
正に遵守されているか、関係機関と
合同で工事現場を中心にパトロール
します。係員が工事現場に立ち入る
ときは、ご協力をお願いします。
▽実施期間　10月 27日～ 31日
■問問建築指導課（☎40・7053）

古雑誌を無料で提供します

　不要になった雑誌を無料で差し上
げます。来館の際は、持ち帰り用の
袋などを持参してください。

▽とき　11 月１日（土）、午前９
時半から
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽冊数　１人５冊まで（先着順）
▽雑誌名　歴史読本、オレンジペー
ジ、サライ、山と渓谷、おひさま、
趣味の園芸など約1,200冊
※数に限りがあります。、
■問問弘前図書館（☎32・3794）

指名業者登録
平成27年度分申請受け付け
　市発注の工事や業務を請け負った
り、市と物品の売買などをしたりす
る場合には、市の指名業者としての
登録が必要となります。
　新たに登録を希望する業者や、現
在、指名業者として登録され、引き
続き登録を希望する業者は、受付期
間内に申請してください。
　なお、登録の取り下げは随時受け
付けますが、業種の追加・変更は年
１回の指名業者登録のみで受け付け
ますのでご注意ください。
▽受付期間　11月４日～ 28日
▽対象　①建設工事の請負／②測
量、設計などの建設関連業務の請負
／③製造の請負、物品の売買・賃貸
借、警備・清掃業務などの役務の提
供
▽申請方法　市ホームページに掲載
する申請の手引きを確認の上、「指
名競争入札参加資格審査申請書」な
どの必要書類を提出してください。
■問問法務契約課契約担当（市役所３階、
窓 口 353、 ☎ 35・1137、40・
7023）

平成27年度会場使用
受け付け
　一つの催しを１件とし、電話での
申し込みは受け付けません。なお、
公共団体などの行事が予定されてい
る日は使用できません。
【弘前文化センター（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け
　11月４日～ 17 日の午前９時～
午後５時に、ホール、大会議室、美
術展示室に限り受け付けます（催し
の名称・内容などを明確にしておい
てください）。
※希望が重複した場合は、12月８

水泳教室（バタフライ）

▽とき　11 月 13 日～ 12 月 18
日の毎週木曜日、午前 10時～ 11
時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　バタフライの基本練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳げる市
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、10月 31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。
■問問温水プール石川（☎49・7081）

秋の火災予防運動

「もういいかい　火を消すまでは　
まあだだよ」（平成26年度統一標
語）
　10 月 20 日から 26 日までの１
週間、県下一斉に「秋の火災予防運
動」が実施されます。この季節は日
増しに寒くなり、火を取り扱う機会
が多くなります。暖房器具の点検は
お済みですか。ちょっとした油断や
火の取り扱いの不注意が火災の原因
になることがあります。
　住宅用火災警報器はもう取り付け
ましたか。尊い命や貴重な財産を失
うことのないよう、もしもの時に備
え、まだ取り付けていない人は早め
の設置をお願いします。また、家族
みんなで避難方法や消火器の位置な
どをもう一度確認し、次の「住宅防
火　いのちを守る　７つのポイン
ト」を実行し、自分の家は自分で守
るよう心掛けてください。
【３つの習慣】
①寝たばこは絶対やめる
②ストーブは燃えやすいものから離
れた位置で使用する
③ガスこんろなどのそばを離れると
きは、必ず火を消す
【４つの対策】
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日の午前 10時から同センターで抽
選を行います。
○一般受け付け
　12月８日の午後１時から先着順
で受け付けます（仮申し込み対象外
の会場を含む）。なお、12 月９日
からは電話でも受け付けます。
■問問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、第 3火曜日は休館日）
【百石町展示館】
○仮申し込みの受け付け
　11 月１日～ 15 日の午前 10 時
～午後６時
※希望が重複した場合は、11 月
26 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け
　11月 26 日の午後３時から先着
順で受け付けます。なお、12月５
日からは電話でも受け付けます。
■問問百石町展示館（☎31・7600）

広報ひろさき音訳奉仕員募集

　弘前愛盲協会音訳グループしらゆ
り会では、目の不自由な人に広報誌
などを音訳するボランティアを募集
し、その養成講習会を開催します。
▽とき　11月４日・11日・18日・
23 日、12 月２日・９日の午後２
時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
会議室
▽対象　音訳（音読）に興味があり、
簡単なパソコン操作の出来る人＝６
人
■問問 10 月 25日までに、しらゆり会
（橋本さん、☎兼■Ｆ 35・8918）へ。

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事務
所が行う出張相談会です。なお、相

談には事前の予約が必要です。
▽とき　11月５日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
■問問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

市民会館大ホール
使用受け付け
　平成 27年度の使用申し込みを、
「仮申込書」により受け付けます。
電話での申し込みは受け付けませ
ん。
【仮申込書の受け付け】
▽期間　11月５日～ 20日
※希望が重複した場合は、12 月
17日の午前９時半から市民会館（下
白銀町）で抽選を行います。
【一般受け付け】
　仮申し込みをしなかった人を対
象に、12月 18日の午前９時から、
来館または電話により、先着順で受
け付けます。
■問問市民会館（☎32・3374）

2014岩木文化祭
出店者・参加者募集
▽とき　11月 22日・23日
▽ところ　中央公民館岩木館、岩木
文化センター「あそべーる」（共に
賀田１丁目）
【ふろしき市…22日・23日】
　ふろしき１枚分（2.5㎡程度）の
フリーマーケット。１人１区画で、
先着順（20区画）です。
▽ところ　岩木文化センターホワイ
エ（屋内）
▽出店料　１日300円

【作品展示…22日・23日】
　絵画、書道、手芸などなんでもＯ
Ｋ！皆さんの趣味の発表の場です。
▽作品搬入　11 月 19 日、午前９
時から
【芸能発表…23日の午前９時～午
後３時】
　歌や踊り、楽器演奏などジャンル
は問いません。10分以内で演技で
きるものを募集します。
■問問 10 月 20 日～ 31 日に、岩木文
化祭運営委員会（中央公民館岩木館
内、☎82・3214、■Ｆ 82・3426）へ。

求職者支援訓練の受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【経理事務科】
▽とき　12 月８日～平成 27 年４
月７日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽申込締め切り　11月 11日
【ゼロから始めるＯＡ事務員養成科】
▽とき　12 月 26 日～平成 27 年
４月 24日
▽ところ　パソコンスクールＩＭＳ
弘前教室（土手町）
▽申込締め切り　12月２日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込締め切り日までに各
訓練施設へ受講申込書の提出を。
■問問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）
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