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※詳しくは当広域連合ホームページ
をご覧ください。

カニなどの電話での
売りつけ商法にご注意を
　県内で、カニや海産物を電話で売
りつける商法による被害が急増して
います。断ったのにもかかわらず商
品が届いたり、電話で断りきれず商
品が届いてしまった場合は、受け取
りを拒否しましょう。その場合は①
業者名、②住所、③電話番号、④商
品名、⑤代金が分かる場合は金額を
メモし、市民生活センターにご相談
ください。
■問市民生活センター（駅前町、ヒロ
ロ３階、☎ 34・3179、〈火～日曜
日の午前８時半～午後５時〉）

生ごみ処理容器と薬剤を
あっせん
　町会連合会では、家庭の生ごみを
堆肥化してごみの減量を図るため、
生ごみ処理容器をあっせんします。
　購入希望の人は、電話でお申し込
みください。なお、商品配達の際、
郵便振替用紙を渡しますので、代金
は最寄りの郵便局でお支払いくださ
い。振替手数料は業者が負担します。
※商品到着まで２週間程度かかりま
す。
▽受付期間　5月 1日～ 29日
▽内容　生ごみ処理容器（埋め込み
式〈２種、各限定 100 台〉）＝各
3,660円（定価 5,660円に 2,000
円を補助）／害虫駆除剤＝ 600 円
／発酵促進脱臭剤＝ 1,050 円・
1,500 円（容器の種類により金額
が異なります）
■問町会連合会（市役所２階、☎35・
1111、内線 346）

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

 

に、ホームページ、Ｅメール、はが
き、電話またはファクス（住所・氏
名・電話番号・申し込みコース名・
高校生は学校名・一般の人は年齢を
記入）で申し込みを。
※定員になり次第締め切り。
■問 東北コンピュータ専門学校
（〒 036・8503、上瓦ヶ町 12、
☎ 32・6154、■Ｆ 32・6155、■Ｈ
http://www.tcomp.ac.jp、 ■Ｅ
comp@tcomp.ac.jp）

手話奉仕員養成講座
（入門編）
▽とき　６月４日～ 10 月 29日
の毎週木曜日（８月６日・13日を
除く）、午後７時～８時半（計20 回）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽対象　手話で挨拶、自己紹介がで
きるように学びたい高校生以上の人
＝ 30 人（先着順）
※子ども連れでの参加は不可。
▽受講料　無料（別途テキスト代
3,240 円が必要）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・年齢・職業・
電話・ファクス番号を記入し、５月
26 日（必着）までに身体障害者福
祉センター（〒036・8057、八幡
町１丁目９の17）へ郵送を。
※受講の可否は返信用はがきでお知
らせします。
■問身体障害者福祉センター（ ☎
36・4521、■Ｆ 32・1144）

平成 27 年度
弘前市女性大学受講生募集
　身近な課題を取り上げ、より良い
地域づくりのため開講します。市政・
時事・文化・音楽など入門編の講座
です。開講式では、市教育長の佐々
木健さんによる講義が行われます。
▽とき　５月27日～平成 28年３
月 14日（ 計 10 回）、午前 10 時
～正午
※内容により時間変更あり。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ほか
▽対象　市内在住の女性
▽受講料　年3,000 円（資料代・
通信費として）
▽申し込み方法　受講料を添えて事

伝統文化子ども着つけ教室

▽とき　５月 30日から（月１・２
回を予定）の午後１時半～3時
▽ところ　宮川交流センター（堅田
２丁目）
▽対象　小学校１年～中学校３年生
＝20人（先着順）
▽参加料　1,000円
▽内容　浴衣の着つけ、マナー、帯
結び、日本の行事、風呂敷の使い方
など
▽持ち物　浴衣、半巾帯、小物、足
袋、風呂敷（貸し出し有り）
■問青森わごころの会事務局（☎携
帯 090・2020・9134、 ■Ｆ 26・
3382、 ■Ｅ aomori_wagokoro@
yahoo.co.jp、■Ｈ http://aomori-
wagokoronokai.jimdo.com）

飲食店経営セミナー

▽とき　６月１日～７月 27日の毎
週月曜日、午後２時半～４時半（祝
日を除く）
▽対象　飲食店経営者など
▽定員　30人（先着順）
▽受講料　２万円
▽講師　牛田泰正さん（弘前医療福
祉大学短期大学部教授）
▽修了資格　修了者には弘前医療福
祉大学短期大学部から飲食店経営管
理士の資格が得られます。
▽申し込み方法　電話かファクス
（氏名・連絡先を記入）で、弘前城
東学園（☎ 27・1001、 ■Ｆ 27・
1023）へ。

東北コンピュータ専門学校
パソコンスクール（前期）
▽とき　６月６日・20 日・27 日
の午前９時半～ 11時半（受け付け
は午前９時から）
▽ところ　東北コンピュータ専門学
校（上瓦ケ町）
▽内容　日本語ワープロ（Word）、
表計算（Excel）
▽ 対 象　 高 校 生 以 上 の Word、
Excel 初心者＝ 20 人（いずれの
コースも文字入力ができ、３回受講
できる人）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　５月 30 日まで

務局へ（電話での申し込みは不可）。
また、途中回からの受講もできます
が、受講料の軽減はありません。
■問弘前地区女性会事務局（弘前文化
センター１階、市社会教育協議会内、
☎ 31・3010、火・日曜日、祝日
を除く午前９時～午後５時）

北の文脈文学講座

　郷土文学館では、各企画展で展示
する作品・資料を対象に、朗読や解
説を加えながら鑑賞する文学講座を
開設します。
▽日程　５月 16 日、６月 20 日、
７月18日、８月22日、９月19日、
10 月 17 日、11 月 21 日、12 月
19日の午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽講師　外部講師と郷土文学館職員
▽受講料　無料（ただし、郷土文学
館観覧料が必要）
※事前申し込みは不要。65歳以上
の人、市内の小中学生、障がい者、
外国人留学生は無料。
■問郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。 
 

夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜間納税相談　５月11日～ 15
日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　５月17 日・24
日の午前９時～午後４時
　今月の休日納税相談日は第３・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。
■問収納課（市役所２階、窓口205、
☎ 40・7032、40・7033）

弘前市プレミアム商品券
「いきいき福祉購入割引事業」
　今年度発売する弘前市プレミアム
商品券の割引券を、下記の要件を満
たす世帯に交付します。
▽交付時期　６月中旬（予定）
▽要件　平成 27 年４月１日現在、
市内に住所を有する人で、世帯構成
員全員が平成 26年度の市民税非課

税世帯または均等割のみ課税世帯
（生活保護受給者を除く）
※平成 26年１月２日から平成 27
年４月 1日の間に弘前市へ転入し
た人で、要件に該当し、割引購入券
を希望する場合は、前住地の課税証
明書を５月 29日までに郵送または
福祉政策課（市役所１階）窓口まで
提出してください。要件を満たして
いる場合は、割引購入券を郵送で交
付します。
▽割引額　2,000円／１世帯１冊
■問福祉政策課（〒036・8551、上
白銀町１の１、☎40・7037）
※弘前市プレミアム商品券の詳細に
ついては、広報ひろさき６月１日号
でお知らせする予定です。

労 働 相 談 会

　青森県労働委員会では、個々の労
働者と事業主との間に生じた労働条
件などのトラブルを解決するため、
無料の相談会を開催します。
▽とき　５月12日（火）　　
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　青森県労働委員会（青森
市長島2丁目）みどりやビル７階
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

キッズネットクラス

　子育て中の人が気軽に集まって情
報交換をしたり、スタッフへ育児や
家庭について相談できる「キッズ
ネットクラス」を開催します。事前
の申し込みや登録は不要ですので、
ぜひご参加ください。また、ボラン
ティアスタッフも随時募集していま
す。

▽とき　５月12 日、６月９日、７
月 14 日、８月４日、９月８日、
10 月 13日、11 月 10日、12 月
８日、１月12日、２月９日の午前
10 時～ 11 時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽対象　０歳～入学前までの子ども
と保護者
▽参加料　無料（内容によっては
200 円程度の実費負担あり）
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

地域資源特派員を募集中！

　津軽広域連合では、現在、「あな
たのまわりの“季節を感じる”も
の」「まちで見かけた“時代を感じ
る”もの」「あなたのまちの“奇祭・
奇習”」の３つをテーマに、身近な
地域資源を報告する特派員を募集し
ています。
▽応募資格　弘前市、黒石市、平川
市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎
館村、西目屋村に在住・在勤または
在学している人
▽申し込み方法　津軽広域連合ホー
ムページから登録申込書をダウン
ロードし、必要事項を記入の上、Ｅ
メール、ファクスまたは郵送で送付
してください。
▽報告・公表　地域資源を見つけた
際は、郵送またはＥメールでレポー
トを提出してください。レポートは
津軽広域連合の広報紙やホームペー
ジに掲載します。
※ペンネームでの公表も可。
■問津軽広域連合「地域資源特派
員」係（〒 036・8003、駅前町
９ の 20、☎ 31・1201、■Ｆ 33・
2201、 ■Ｅ tsugarukoiki09@hi-
it.jp、■Ｈ http://tsugarukoiki.jp/)
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