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有 料 広 告有 料 広 告 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６ページに、関連イベントは 3
～５ページに掲載。

答えは、③の 400トンだよ。
すごく重いけれど、お城を動かすときは
天守の下にレールを敷いて、動かしやす
くするんだ。みんなも実際にお城を
引っ張る体験ができるから、
参加してみよう！

 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

リーダイヤル☎ 0120・818211、
午前８時半～午後９時〈祝日を除
く〉）

排水設備工事責任技術者試験

▽とき　10月 21日（水）
　　　　午後２時～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽受験料　8,000 円（振込手数料
を除く）
▽申し込み方法　８月 14日～９月
１日（土・日曜日を除く）に、上下
水道部営業課給排水係（茂森町）で
申込書を配布・受け付けします。
■問上下水道部営業課給排水係（☎
32・0698）

弘前市社会福祉協議会
「ふれあい相談所」開設中
　ふれあい相談所では、日常生活で
の心配事・悩み事の相談、法律・税
金・年金の専門的な相談に対し、適
切な助言、援助を行っています。無
料ですので、気軽にご相談ください。
▽とき　一般相談＝月曜日～金曜
日、午前９時半～午後３時半
※法律・税金・年金に関する相談は
毎月１回。事前の予約が必要。
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）２階
■問弘前市社会福祉協議会（☎33・
2220）

初級陶芸サークル
メンバー募集
　陶芸に興味のあるメンバーを募集
します。毎月１回、先生が来てアド
バイスをしてくれます。まずは見学
においでください。

※平成 27年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

文化グループ公開講座

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
ループ「ひろさきユニバーサルコー
ラス」の一般向けの講習会を開催し
ます。この機会に合唱のハーモニー
を体験してみませんか。
▽とき　９月12日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター２階大
会議室
▽内容　「霧と話した」のコーラス
…講師・川村昇一郎さん（弘前市合
唱連盟会長）／ピアノ伴奏・福井寿
吏さん
▽申込期限　９月７日
■問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■Ｆ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

「年金情報流出」を口実
にした犯罪にご注意を！
　日本年金機構を名乗って口座番号
を聞き出そうとする者や、「流出し
た個人情報を削除します」と持ちか
けてくる者が現れています。
　日本年金機構から、この件で電話
やメールで連絡すること、お金や
キャッシュカードを要求すること、
ＡＴＭの操作をお願いすることは一
切ありません。
　なお、流出が確認された人への新
しい基礎年金番号は郵送でお知らせ
します。自分の情報が流出している
のでは？など、心配な人は、専用電
話窓口か、近くの年金事務所へご相
談を。
■問日本年金機構専用電話窓口（フ

　なお、診断の結果、治療が必要と
されたときの費用は自己負担となり
ます。
■問商工政策課就労支援係（☎ 35・
1135）

悪質業者による
訪問販売等にご注意を！
　全国各地において、悪質な消火器
の訪問販売や点検による被害が多発
しています。
　その手口は巧妙であり、消火器の
販売および点検を行った後、高額な
請求をしてきます。また、女性やお
年寄りを対象に訪問して、「消防署
の方から来ました。」などと言葉巧
みに販売していきます。
　消防署員や消防団員が消火器の販
売目的で個人宅に伺うことは絶対に
ありません。また、法律では、一般
家庭に消火器を設置・点検する義務
はありません。怪しいと感じたら
はっきりと断りましょう。
■問消防本部予防課（☎32・5104）

平成 27 年度
中学校卒業程度認定試験
▽受験資格　次の①から④のいずれ
かに該当する人。
①就学義務猶予免除者（現在または
過去）で、平成 28年３月 31日ま
でに満15歳以上になる人
②平成 28 年３月 31 日までに満
15歳以上になる人で、その年度の
終わりまでに中学校を卒業できない
と見込まれるやむを得ない事由があ
ると文部科学大臣が認めた人
③平成 28 年３月 31 日までに満
16歳以上になる人
④日本の国籍を有しない人で、平成
28 年３月 31 日までに満 15 歳以

上になる人
▽試験科目　国語、社会、数学、理
科、外国語（英語）
▽受験案内の配布　９月11日まで
▽願書の受付　８月 24 日～９月
11日
▽試験日　10月 28日
■問文部科学省生涯学習政策局生涯
学習推進課（☎東京 03・5253・
4111、内線 2024・3267）

「弘前駅前遊歩道賑わい祭
JAZZ DAY 収穫祭」の
出演者を募集

　10 月 31 日（土）開催の「弘前
駅前遊歩道賑わい祭 JAZZ DAY収
穫祭」の出演者を募集します。ジャ
ズをはじめさまざまな音楽で街のに
ぎわいをつくり出し、ジャンルを超
えて自由に音楽にふれあいながら、
みんなで「弘前駅前遊歩道」を楽し
みましょう。
▽対象　プロ、アマチュア、演奏形
態、ジャンル不問（ただし、生演奏
を行うこと）。
▽応募方法　Eメールで、申込書送
付のエントリーを送信していただい
た後、参加申込書を送付しますので、
参加申込書・音源・写真を、Eメー
ルで送付してください。
※参加書類 ･音源 ･写真は返却しま
せん。
▽申込締め切り　９月20日（必着）
▽選考結果　９月末日までに各グ
ループ代表者に通知します。
※詳しくはお問い合わせください。
■問弘前駅前遊歩道賑わい祭実行委員
会（河端さん、百石町２の１、弘前
商事ビル 2階ジャズネットワーク
「駅前遊歩道賑わい祭係り」、☎携
帯 080・1840・0610、 ■Ｅ npo.
jazznet@gmail.com）

赤十字活動事業にご協力を

　日赤青森県支部の平成 26年度の
社資募集実績額は、１億 9,014 万
5,825 円でした。皆さんのご協力
に心より感謝申し上げます。
　本年度は、災害発生時に超急性期
の救護活動を行うＤＭＡＴの養成や
救護機材の整備を行うほか、県内各
地域の防災指導者を養成するための
防災セミナーなど、「いのちと健康
を守る」活動を実施します。
　これらの活動は赤十字社員の社資
（社費・寄付金）を財源としています。
赤十字活動の普及・推進のため、市
民の皆さんの加入、社資のご協力を
よろしくお願いします。
■問弘前市社会福祉協議会総務課（☎
33・1161）

出稼ぎする皆さんへ

【出稼労働者手帳の交付を受けま
しょう】
　「出稼労働者手帳」は、出稼労働
者としての身分証明書となるもので
す。出発前に、必ず手帳の交付を受
けましょう。
▽申請窓口　市民課、岩木・相馬総
合支所民生課、各出張所
【健康診断を受けましょう】
　自分の健康状態をチェックしてか
ら出発しましょう。
▽受診料　3,800円
※受診料 7,004 円のうち、市が
3,204円を負担）
▽受診場所　指定医療機関（「健康
と福祉ごよみ」に掲載）
※受診の際には「出稼労働者手帳」
の持参を。また、検査結果が分かる
までに数日かかるものもありますの
で、余裕を持って受診しましょう。

有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

今月の市税などの納期
納  期  限  ８月 31 日
国民健康保険料  第２期
介 護 保 険 料  第２期
後期高齢者医療保険料  第２期

☆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。

▽とき 毎週月曜日（祝祭日・年末
年始を除く）、午後７時半～９時半
▽ところ 弘前文化センター（下白
銀町）３階工作実習室
▽対象 陶芸に興味のある人（子ど
も連れの参加も可）
▽会費　月額 1,500 円（別途土代
と焼き代が必要）
▽持ち物　エプロン、タオル２枚
■問中央公民館（☎ 33・6561〈火
曜日は休み〉）または初級陶芸サー
クル（對馬さん、■Ｅ mhtxc340@
gmail.com）へ。

「みちのく・ふるさと貢献基金」
助成事業募集
　新興企業、事業拡大を目指して新
規事業参入や開発・研究を行う県内
の個人、ＮＰＯ法人および企業など
に対し、必要な費用を助成します。
▽助成金額　必要経費の２分の１以
内で、300万円を限度とする
▽応募期間　９月30日（水）まで
▽応募方法　申請書に必要事項を記
入して送付を。
※申請書はホームページ（http://
www.michinoku-furusato.
or.jp）からダウンロードできます。
■問みちのく・ふるさと貢献基金事務
局（☎青森017・774・1179）


