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市のテレビ番組

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”

　魅力あふれる「地元生産品」をもっと活用してもらうた
め、さまざまな物産振興の取り組みについて紹介します。
○放送日　11月15日（土）、午前10時15分～10時半
○放送局　青森テレビ（ATV）

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

ストレッチ体操教室

▽とき　12 月１日～ 22 日の毎週
月曜日、午後１時半～２時半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　ストレッチ体操、簡単な筋
力トレーニング、体を使った脳トレ
▽対象　市民＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル
▽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、11月 21日（必着）
までに、弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（〒 036・8057、八幡町１丁目９
の１）へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可。応募多数の場合
は抽選で決定。
■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

短期集中！体力UP＆脳トレ
で楽しく運動教室
▽とき　12 月 15 日～ 18 日、午
前 10時～ 11時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽内容　簡単なストレッチ体操、体
を使った簡単なリズム体操・ゲーム、
楽しく汗をかけるようなレクリエー
ションゲーム
▽対象　市民＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
運動のできる服装
▽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、11月 15日（必着）
までに、克雪トレーニングセンター
（〒036・8101、豊田２丁目３の１）
へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き１枚で応募可。応募多数の場合は
抽選で決定します。
■問問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　11月 15日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階ワークステーション
▽テーマ　「ペットビジネスと殺処
分問題～私たちが研究する〈愛犬ツ
アー〉と〈命の花プロジェクト〉に
ついての紹介～」
▽講師　黒石商業高校の皆さん
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

緊急地震速報受信時の
行動訓練を実施します
　11月５日は「津波防災の日」です。
市では、これに合わせ、緊急地震速
報を受信した場合、迅速かつ適切な
避難が行なえるように、行動訓練を
実施します。
　訓練当日は、市内各所の防災行政
無線のスピーカーから放送しますの
で、訓練に対するご理解とご協力を

お願いします。
▽とき　11月５日（水）、午前 10
時を予定
※荒天時などにより中止することが
あります。
▽訓練方法　防災行政無線から緊急
地震速報を放送しますので、放送を
聞いた人は、頭を守って安全な場所
へ避難したり、危険な場所からの避
難をしたりなど身を守る行動を実践
してみましょう。
▽放送内容の確認方法　放送が聞き
取りにくかったときなどは、電話（☎
40・7110）で内容が確認できます。
■問問防災安全課（☎40・7100）

平成27年度就学援助の
申請を受け付け中
  経済的理由により就学が困難な
小・中学校の児童生徒の保護者に対
して、学用品費などの就学費用を一
部援助します。
　援助を受けるためには、申請して
審査を受ける必要があります。申請
は随時受け付けていますが、４月か
ら認定を受けるには、３月中の申請
が必要です。
▽対象　市立小・中学校に就学する
児童生徒の保護者で、次のいずれか
に該当する人
※市立小・中学校以外に就学してい
る場合でも、児童生徒および保護者
が市内に居住している場合は認定で
きることがありますので、お問い合
わせください。
○生活保護が停止または廃止となっ
た人
○世帯全員が市民税所得割額非課税
の人
※住宅借入金等特別税額控除は適用
しません。
○国民年金保険料が全額免除の人

○児童扶養手当の全部支給（一部支
給停止されていない）を受けている
人
○市民税が減免決定された人
○国民健康保険料が減免決定された
人
○そのほか、経済的に就学に困難な
状況が認められる人（学校などを通
じて確認します）
▽申請に必要なもの　印鑑、市民税・
国民健康保険料の減免理由で申請す
る人は、減免決定通知書
■問問学務健康課（岩木庁舎３階、☎
82・1643）／学務健康課弘前分
室（市役所１階）
※電話での問い合わせは学務健康課
へ。

老人福祉センター瑞風園の
入浴施設利用休止について
　老人福祉センター瑞風園では、温
泉用水中ポンプなどの修繕を行うた
め入浴施設の業務を休止します。
　入浴施設の利用再開については、
工事完了後、市ホームページなどで
お知らせします。なお、集会室など
は平常通り利用できます。
　ご不便をお掛けしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
▽休止期間　11 月 13 日から 12
月上旬まで（予定）
■問問老人福祉センター瑞風園（☎
95・3535）

夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜間納税相談　11 月 17 日～
21日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　11 月 23 日の午
前９時～午後４時
※納期限までに納付できない事情が

ある人は、未納のままにせず、ぜひ
相談においでください。
　今月の休日納税相談日は第４日曜
日です。この日は電話での相談や、
市税などの納付もできます。
■問問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！
▽とき　12 月４日・５日、午前
10時～午後４時（２日間の受講が
必要）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽定員　180人（先着順）
▽受講料　無料
※講習で使用するテキストは事前に
書店などで購入し、当日持参してく
ださい。
▽申し込み　11 月 10 日～ 19 日
に、消防本部予防課（本町）か最寄
りの消防署・分署へ。
■問問消防本部予防課（☎ 32・5104、
■ＨＨ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/shobo）

ひろさき合同就職面接会

▽とき　11月 21日（金）、午後１
時～４時（受付は午後０時半～３時
半）
▽ところ　ホ
テルナクアシ
ティ弘前（旧
ベストウェス
タンホテルニューシティ弘前、大町
１丁目）３階プレミアホール
▽対象　ハローワークに求職登録し
ている人（当日、会場でも登録でき
ます）
▽持ち物　履歴書、ハローワーク

■ＦＦ…ファクス　■ＥＥ…Ｅメール　■ＨＨ…ホームページ　■問問…問い合わせ・申込先

地元生産品を応援しよう
～物産振興の取り組み～

 その他
 

カード（ハローワークに求職登録し
ている人）
▽参加料　無料
※参加企業など詳細については、青
森労働局ホームページをご覧くださ
い。
■問問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎ 55・0115）

「弘前地区オフィス町内会」
参加事業者を募集
　「弘前地区オフィス町内会」は、
会社や事業所から排出される古紙
を、資源回収業者が出向き、無料で
回収するネットワークです。現在、
参加する事業者を募集しています。
　参加すると、古紙を燃やせるごみ
として処分していた事業者は、古紙
リサイクルに積極的に取り組むこと
により、企業のイメージアップにも
つながります。また、紙ごみの減量
化に伴う資源化・省エネルギーの取
り組みが、地球温暖化の防止につな
がります。
　皆さんの会社や事業所もぜひ参加
して、紙ごみの減量化に伴う循環型
社会の形成にご協力ください。
■問問環境管理課環境事業所資源循環係
（☎35・1130）

有 料 広 告有 料 広 告教えて！たか丸くんクイズの答え

※質問は 17ページに掲載。

答えは、①のデジタルサイネージだよ。
この案内板は、画面に触れるだけで用事
がある窓口を探せるんだ。そのほかに、
さくらなどの観光PRの動画や市内の
地図なども見ることができるん
だよ。市役所に来たときは
触ってみてね !!

今月の市税などの納期今月の市税などの納期

納  期  限  12月１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。

市 ・ 県 民 税 第３期
国民健康保険料  第５期
介 護 保 険 料  第５期
後期高齢者医療保険料  第５期


