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る内容について学習します。
▽講師　小松勇さん（青森県産業技
術センター弘前地域研究所生活技術
部長）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問問 12 月８日までに、電話かファク
スで、中央公民館（☎ 33・6561、
■ＦＦ 33・4490、火曜日は休み）へ。

市立博物館の館長講話

【第４回館長の楽しい歴史講座】
　今回は、12月の風物詩でもある
赤穂浪士の討ち入りを取り上げま
す。津軽家弘前藩邸の紹介も含めて
お話します。
▽とき　12月 14日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「赤穂浪士は、なぜ、吉
良邸に討ち入ったのか？－津軽家弘
前藩邸の紹介も含めて－」
▽講師　長谷川成一さん（市立博物
館長）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み　12 月１日（月）、午
前８時半から電話で受け付け。電話
回線の混雑が予想されますので、あ
らかじめご理解ください。
■問問市立博物館（☎35・0700）

全国瞬時警報システムの
全国一斉情報伝達訓練
　地震・津波や武力攻撃などの発生

に備え、情報伝達訓練を行います。
　訓練は、全国瞬時警報システム（J
アラート）を用いた訓練で、市内各
所の防災行政無線のスピーカーから
訓練放送をしますので、訓練に対す
るご理解とご協力をお願いします。
▽とき　11月 28日（金）
　　　　午前11時ころ
※気象・地震活動の状況などによっ
ては訓練を中止する場合がありま
す。
▽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）

11月は
労働保険適用促進強化月間
　労働者を１人でも雇っている事業
主（農林水産業の一部を除く）は、
労働保険（労災保険・雇用保険）に
加入する義務があります。手続きを
行わない場合、職権により強制適用
されることがありますので、加入手
続きはお早めに。
○労災保険…業務災害および通勤災
害により負傷などをした場合、保険
給付を行うもの。
○雇用保険…労働者が失業した場
合、生活安定および再就職促進のた
め失業給付を行うもの。労働者の加
入要件は、週の所定労働時間が 20
時間以上で、31日以上の雇用が見
込まれる人です（季節労働者を除
く）。
■問問労災保険…弘前労働基準監督署
（南富田町、☎ 33・6411）／雇用
保険…弘前公共職業安定所（南富田
町、☎38・8609）

灯油などの流出事故に注意を

　例年、燃料タンクの配管破損やポ
リタンクなどに小分けにするときの
不注意が原因で、灯油などを流出さ
せる事故が多く発生しています。
　油の流出事故は、河川や農業用用
排水路を汚染したり、上水道の取水
が停止したりするなど大事故につな
がる恐れがあります。また、場合に
よっては、原因者が多額の費用を負
担しなければならないこともありま
す。事故を未然に防ぐためにも、次
のことを心掛けましょう。

「津軽の味っこ」
伝承料理講習会
　郷土料理を次代に伝承していくた
め、若い人や子どもたちにも好まれ
る味に工夫した料理を作る講習会を
開催します。
▽とき　12月 10日（水）
　　　　午前９時半～午後２時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　赤飯、紅鮭と竹の子のすし、
棒タラの煮付け、呉汁（豆汁）、漬
物（赤かぶ漬け、梅干し）の調理実
習
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　1,500円（当日徴収）
▽持ち物　三角きん、エプロン
▽申し込み方法　往復はがきの「往
信用」の裏面に住所・氏名・電話番
号を、「返信用」の表面に住所・氏
名を記入し、弘前地区生活改善グ
ループ連絡協議会会長・清野優美子
さん（〒036・8265、下湯口字青
柳64の１）へ。
■問問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（菊池さん、☎ 33・
4821、■ＦＦ 34・4390）

ベテランズセミナー

▽とき　12月 11日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　工業試験場～弘前地域研
究所－地域の産業とともに－①「弘
前の工芸品～津軽塗の魅力を探求す
る」
▽内容　津軽塗について弘前地域研
究所（旧工業試験場）で研究してい
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①燃料タンクからポリタンクなどに
小分けにするときは、最後までその
場を離れない
②燃料タンクの配管を除雪機などで
傷付けないために、雪が積もっても
配管の位置が分かるように目印を付
ける
③燃料タンク内の減り具合が早いと
きや、燃料タンクの周囲で油のにお
いがするときは、油が漏れていない
か調べる
④燃料タンクの周りに防油堤を付け
る
　万が一、油が漏れても、決して中
和剤や洗剤などは使わずに、速やか
に環境管理課または消防本部にご連
絡ください。
■問問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）／消防本部予防課（☎32・
5104）

平成27年度県立青森高等
技術専門校入校生募集
▽募集科と定員　電気工学科・環境
土木工学科＝各20人
▽訓練期間　平成 27年４月～平成
29年３月（２年間）
▽応募資格　高等学校卒業者（平成
27年３月卒業見込みを含む）また
は、同等以上の学力を有する人
▽試験日　12月４日（木）
▽願書受付期間　11月 27日まで
■問問県立青森高等技術専門校（☎青森
017・738・5727）

青少年夢実現
チャレンジ支援事業
　市では、青少年が世界レベルでの
自己の夢を実現するため、文化・ス
ポーツ分野における各種教室、大会、
研修会などへの参加や、自己啓発、
体験活動、学習、研修などのさまざ
まな活動に要する経費の一部を補助
します。
▽対象　市内に在住する青少年（平
成８年４月２日から平成 20年４月
１日までに生まれた人）が、海外で
の活躍を見据え、国内外を問わず、
次のいずれかの事業に参加する場合
①文化・スポーツ分野において全国
規模で選抜された青少年が参加す
る、各種教室、大会、研修会など
※単なる全国大会への出場は対象に

なりません。
②将来の夢を実現させるための自己
啓発、体験活動、学習、研修など
▽対象経費　交通費、宿泊費、受講
料および参加料、謝金、会場借上料
など
▽補助限度額　国内開催…３万円／
国外開催…10万円
※予算の範囲内での先着順。
■問問文化スポーツ振興課（市役所２階、
窓 口 253、 ☎ 40・7015、40・
7115）

青森県最低賃金の改正

　青森県最低賃金は、10 月 24 日
から時間額で 679 円に改正され、
特定（産業別）最低賃金が適用され
る製造業と小売業の一部を除き、県
内で働くすべての労働者（常用、臨
時、パート、アルバイトを問わない）
と使用者に適用されます。このため、
労働局長の許可なく最低賃金額以上
の賃金を支払わなかった場合は、最
低賃金法違反となり、罰則規定（罰
金額 50万円以下）が適用されるこ
とがあります。
■問問青森労働局賃金室（☎青森017・
734・4114、 ■ＨＨ http://aomori-
roudoukyoku . js i te .mhlw.
go.jp/）

母子・父子・寡婦福祉資金

　母子・父子・寡婦家庭の児童・生
徒などを対象に就学支度資金等の貸
し付けの申請を受け付けています。
　なお、広報ひろさき 11月１日号
に掲載の貸付限度額などが一部変更
となっていますので、詳しくはお問
い合わせください。
▽申請期間　平成 27年２月２日ま
で
■問問中南地域県民局地域健康福祉部
（蔵主町、弘前合同庁舎１階、☎
35・1622）

１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、１日だけの体験をしてみ
ませんか。
▽とき　11月 28日（金）、午前９
時半～午後３時半（午前９時 20分
集合）

▽集合場所　聖康会病院デイケアぶ
どうの樹（和泉２丁目）
▽内容　デイケアぶどうの樹のメン
バーと一緒におやつ作りを体験
▽対象　市民＝５人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、エプロン、三角き
ん、手ふき、内履き
■問問 11 月 26 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。

 その他
  

 

休日在宅当番

▽診療時間　外科・内科…午前９時
～正午／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…
午前10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、
消防本部の救急病院案内専用電話
（☎ 32・3999）へお問い合わせく
ださい。

外　科
12／7 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
14 山内整形外科（城東４）☎26・3336
21 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
23 福士医院（新里） ☎27・1525
28 吉田クリニック（百石町）☎37・6300

内　科
12／7 関医院中津軽診療所（賀

田１）
☎82・3006

14 さがらクリニック（桔
梗野１）

☎37・2070

21 千葉胃腸科内科医院（石
渡３）

☎36・7788

28 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
12
 ／14

福島耳鼻咽喉科（百石
町）

☎32・5032

28 成田眼科クリニック（森
町）

☎35・5155

31 やすはら耳鼻咽喉科（安
原３）

☎88・0087

代官町クリニック吉田
眼科（代官町）

☎38・4141

歯　科
12／7 デンタルオフィスよし

だ（早稲田３）
☎26・2525

14 いちむら歯科医院（取
上２）

☎31・0756

21 弘前インター歯科クリ
ニック（石川）

☎55・8214

23 杉山歯科クリニック（泉
野２）

☎55・0811

28 赤石歯科医院（上瓦ケ町）☎33・4181
31 関歯科医院（和泉１） ☎26・2789

松枝歯科医院（下白銀町）☎35・2157

　津軽中部広域農道（愛称・や
まなみロード）の市内十面沢か
ら鰺ヶ沢町までの区間で、雪道
の通行の安全確保が困難となる
ため、12 月１日から３月 31
日まで通行止めになります。
　この期間は主要地方道弘前
鰺ヶ沢線を利用してください。
■問問農村整備課（☎40・7103）

津軽中部広域農道 冬期一部通行止め


