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約制ですので、希望する人は事前に
電話で申し込んでください。
▽とき　８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
な資金の貸付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

小型移動式クレーン
運転技能講習
▽とき　８月19日～ 22日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝桝形運送（小
比内字福田萢）
▽対象　①申請時に求職中で、雇
用保険を受給している 35歳以上の
人（雇用保険の受給期間を終えてな
お求職中の人を含む）／②申請時に
失業中で、かつハローワークに登録
をして求職している 35歳以上の人
／③出稼労働者手帳を所持している
18歳以上の人
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円（ただし、資格所
持者は 6,760 円。いずれもテキス
ト代1,645円が別途必要）
※資格所持者…クレーン、移動式ク
レーン、デリック、揚貨装置の各運
転士免許証の所持者および床上操作

式クレーン、玉掛けの各技能講習修
了証の所持者
▽申込期間　７月30日～８月６日
▽申し込み手続き　印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証かハローワークカードまたは
出稼労働者手帳（有効期限内のも
の）、自動車運転免許証、前記資格
所持者は各免許証または修了証を持
参してください。なお、代理人によ
る申請はできません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎ 33・5657、午前
９時～午後５時）

不審電話にご注意を！

【日本年金機構の年金情報流出に関
連した不審電話】
　日本年金機構がサイバー攻撃を受
けて個人情報が流出した事件のあと
で、日本年金機構をかたる電話が全
国で相次いで発生しています。多く
は、家族構成を尋ねる内容の不審な
電話です。
　今後県内でも、この事件に便乗し
て公的機関を名乗り、現金をだまし
取ろうとする手口が発生する恐れが
あります。
　日本年金機構をはじめ、公的機関
から個人情報の流出について、電話
で連絡することは絶対にありませ
ん。そのような電話があっても、す

市民参画センター
開館時間変更のお知らせ
　８月１日～４日は、市民参画セン
ター前にねぷた観覧の桟敷席が設置
され、センターへの出入りが困難に
なることが予想されますので、次の
とおり開館時間を変更します。
▽変更期間　８月１日～４日
▽開館時間　午前９時～午後５時
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

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　８月４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
※事前予約可。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

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。相談は予

ぐに電話を切りましょう。不安なと
きは市民生活センターに相談を。
【カニや海産物の電話勧誘】
　県内で、強引なカニや海産物の電
話勧誘の相談が引き続き急増してい
ます。最近では認知症などで判断力
の衰えた高齢者からの相談が目立ち
ます。断った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、①業者
名、②住所、③電話番号、④商品
名、⑤代金がわかる場合は金額をメ
モし、市民生活センターに相談を。
▽相談先　市民生活センター（駅
前町、ヒロロ３階、☎ 34・3179、
午前８時半～午後５時）
※月曜日は休館日。

津軽の食と産業まつり
出展者募集
▽とき　10 月 16 日～ 18 日の午
前９時半～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ターおよびエントランス広場（豊田
２丁目、運動公園内）
▽出展料　１コマ＝１万8,000円
▽共益費　屋内（主に物販・企業Ｐ
Ｒなど）…１店舗＝ 5,000 円／屋
外テント村（主に飲食）…１店舗＝
１万円
※その他必要に応じて経費がかかる
場合があります。
■問７月 31日の正午までに、津軽の
食と産業まつり運営協議会事務局
（上鞘師町、弘前商工会議所内、☎
33・4111）へ。

文化センターに
みんなの作品を飾ろう☆
～子どもの作品大募集 !～
　弘前文化センターを会場に今年で
54回目を迎える「弘前市子どもの
祭典」（11月３日開催）において、「子
どもの作品展示会」を開催します。
当日展示する小・中学生の作品を募
集しますので、夏休み中に作った作
品など、奮ってご応募ください。

▽対象　市内の小・中学生
▽テーマ・応募規定など　
○団体作品　１つの作品を２人以上
で作成。絵画や工作など内容は自由
○個人作品
①工作の部…自分の手で作った工作
作品
②絵画の部…八つ切りサイズの画用
紙に描いた絵画で、テーマは「未来」
▽応募方法　作品に、タイトル・住
所・氏名（ふりがな、団体作品は製
作者全員分）・性別・学校名（団体名）・
学年・電話番号・指導者氏名を記入
したものを添付し、郵送または持参
してください。
▽受付期間　７月 16 日～９月 14
日の午前８時半～午後５時（火曜日
を除く）
▽その他　各部門の優秀作品に選ば
れた人は子どもの祭典開会式にお
いて表彰／応募作品は 11月４日～
20日に、中央公民館事務室で返却
（返却時、応募者全員に参加賞を差
し上げます）
■問弘前市子どもの祭典実行委員会
事務局（〒 036・8356、下白銀
町 19 の４、弘前文化センター１
階中央公民館内、☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp）

若年者と女性のための
資格取得支援事業
　市では、求職中の若年者および女
性を対象とした、介護職員初任者研
修、パソコン初級、調剤薬局事務、
医療事務、日商簿記の講習会を開催
します。マンツーマン形式（介護研
修を除く）で個人のレベルにあった
授業を行い、早期就労を支援します。
▽受講料　無料（別途テキスト代が
必要）
▽対象者　①および②に該当する人
①弘前市に住所を有し、失業中かつ
求職中の女性または 40歳未満の男
性／②現在、雇用保険受給中かハ
ローワークに登録をして、求職活動
をしている人
▽ところ　介護職員初任者研修、日
商簿記＝ＪＭＴＣ弘前教室（外崎４
丁目）／調剤薬局事務、医療事務＝
ニチイ学館（表町、アプリーズ４階）
／パソコン初級＝ソフトキャンパス
（土手町、したどてスカイパークビ

ル２階）
▽定員　各科目10人（先着順）
▽申し込み手続き　申し込みには、
印鑑、雇用保険受給資格者証または
ハローワークカードの写し、身分証
明書（運転免許証など）の写しが必
要。申込書は商工政策課（市役所６
階、窓口652）で配布。
※受講日時は受講者により異なりま
す。詳しくはお問い合せください。
■問商工政策課就労支援係（☎ 35・
1135）

法務局からのお知らせ

　法務局では、公図と呼ばれる精度
の低い図面が備え付けられている地
域の一部について、本年度および来
年度の２カ年で精度の高い地図を作
成することにしました。
　本年度については、測量の基礎と
なる基準点を道路などに設置する
「基準点設置作業」を実施します。
調査や測量のため、皆さんの土地内
に立ち入る場合がありますので、ご
理解とご協力をお願いします。
▽調査地域　富田１～３丁目、住吉
町、御幸町、富野町、大富町の全部
および富田町の一部
▽実施予定期間　８月１日～ 10月
31日
▽実施方法　作業機関の社員が法務
局の腕章を付けて地区内を踏査し、
基準点設置場所を選定した上で測
量、設置します。
■問青森地方法務局弘前支局登記部門
（船水さん、☎26・1150）

バス車内事故防止
についてのお願い
　走行中に席を離れると、転倒など
思わぬけがをする場合があります。
降りるときは、バスが停留所に着い
て扉が開いてから席を立つようにし
ましょう。
　また、バスは安全運転に徹してい
ますが、やむを得ず急ブレーキをか
ける場合があります。満席のため席
に座れない場合は、つり革や握り棒
にしっかりつかまりましょう。
　バス車内事故防止に皆さんのご理
解とご協力をお願いします。
■問青森県バス協会（☎青森 017・
739・0571）

　市では、ごみの減量化や資源化を目的に、再生資源回
収運動を推進しています。この運動は、町会や子ども会、
ＰＴＡなどの団体が回収の日時・場所を決め、家庭から
出される古紙類などの資源を資源回収業者に引き取って
もらう自主的なリサイクル運動です。
　協力団体には、回収量 1kg当たり 4円の報償金を交
付しています。なお、事前に団体登録が必要ですので、
実施を希望する団体は届け出をしてください。
　また、7月から、集荷対象品目に「布類（衣類、布類）」
を追加し、家庭で不要になった衣類や布類の集荷を開始
しました。
※再生資源回収運動について詳しく知りたい人は、弘前
市出前講座メニュー「地域のみんなではじめよう再生資
源回収運動」をぜひ利用してください。再生資源回収運
動のはじめ方やしくみ、ノウハウについてお話しします。
▽回収するもの

再生資源回収運動の集荷対象品目に衣類・布類を追加しました！
○衣類…ジャケット・シャツ・セーター・スカート・ズ
ボン・ジーンズ・Tシャツ・ワンピース・パジャマ・コー
ト・ジャージ・子ども服・帽子・ネクタイ・スカーフ・
手袋・ハンカチ・和服など
○布類…シーツ・タオル
▽回収しないもの
×衣類…雨具・制服・作業服・下着・ベルト・靴・スリッ
パ・下駄など
×その他…カバン・アクセサリー・毛布・布団・クッショ
ン・マットレス・ぬいぐるみ・革、金属製のものなど
▽衣類の出し方
○汚れを落とし、乾燥させて、中身の見える透明または
半透明の袋に入れて口を縛り出してください。
○「衣類」と「布類」は別々の袋に入れて出してください。
■問環境管理課環境事業所資源循環係（町田字筒井、35・
1130）


