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

▽日程と内容　１月 25 日（月）、
①午後２時半～７時＝個別相談会、
②午後３時半～５時 40分＝支援制
度説明会、創業準備講座、創業事例
発表
▽ところ　中南地域県民局弘前合同
庁舎（蔵主町）別館３階A・B・C
会議室
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽申し込み方法　申込書をホームペ
ージ（http://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/shoko/H27_2_
s h i e n _ s e i d o _ s e t s um e i .
html?ref=tw）よりダウンロード
し、必要事項を記入の上、ファクス
またはＥメールで申し込みを。
■問県商工労働部地域産業課創業支援
グループ（鈴木さん、☎青森017・
734・9374、 ■Ｆ 017・734・
8107、 ■Ｅ chiikisangyo@pref.
aomori.lg.jp）

のびのび子ども相談室

▽とき　１月26日（火）
▽受け付け　午前10時～ 11時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　発達相談（ことばが遅い、
落ち着きがないなど）／子育て相談
▽対象　１歳以上の幼児とその家族
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
■問１月４日～ 25日に、弘前市保健
センター（☎37・3750）へ。

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。
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設置
する
　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。
■問環境管理課環境保全係（☎ 36・
0677）／消防本部予防課（☎32・
5104）

首都圏の商店街で販路開拓に
取り組んでみませんか
　生産者の所得向上などを目的に、
東京都板橋区の商店街に市が設ける
販売ブースで農産加工品（併せて農
産物も可）の対面販売を行う出店者
を募集します。
▽とき　２月 18 日・19 日、午前
10時～午後６時
▽ところ　ハッピーロード大山商店
街（東京都板橋区）
▽募集定員　４事業者程度
※各事業者１人分の交通費、宿泊費

夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜間納税相談　１月 18日～ 22
日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　１月 24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。
■問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

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　１月23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階グループ活動室１
▽内容　「命をありがとう～白血病
を乗り越えて～」をテーマに、骨髄
バンクについてお話します。
▽講師　志賀としえさん（福島骨髄
バンク推進連絡協議会運営委員）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎ 38・5595）

創業・起業支援制度
合同説明会と相談会
　「創業・起業したいが、どのよう
な支援制度があるかわからない」と
いった人を対象に合同説明会および
相談会を開催します。

▽応募規定　①印刷物（Ａ４版・四
つ切り・四つ切りワイド）かデータ
（500万画素以上）／②撮影機材不
問（携帯、スマートフォンなどでの
応募も可／③組写真の場合４枚以下
を１組とし１作品とカウント／④自
作、未発表作品で１人２点まで／⑤
営利目的でない展示作品（個展、
Webサイト、SNS等）の応募も可
▽応募期限　１月15日（必着）
▽発表　入賞者に通知し、星と森の
ロマントピア公式ホームページで発
表。入賞作品は、２月 14日～３月
31日に、星と森のロマントピア白
鳥座で展示します。
▽その他　応募作品は、星と森のロ
マントピアのＰＲ活動に使用するほ
か、ホームページで紹介する場合が
あります。／応募作品は原則返却し
ません。
▽応募先　郵送、持参、またはＥメ
ール（写真のタイトル、撮影日、撮
影場所、住所、電話番号、氏名、年
齢、性別、職業〈学生の場合は学校
名と学年〉を記入）で、相馬地域に
ぎわい推進事業実行委員会　星の里
フォトコンテスト係（〒 036・
1505、水木在家字桜井 113の２、
☎ 84・2288、 ■Ｅ contest@
romantopia.net）へ。

求職者支援訓練の受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【はじめての介護職員初任者研修科】
▽とき　２月３日～５月２日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）

は市が負担します。
▽対象事業者
①市内に住所を有する農林漁業者
②市内に住所を有する中小企業者
（ただし、市内の農林漁業者が生産
した農林水産物を主な原材料として
使用した商品を製造する者）
▽募集期間　１月４日～22日
※応募多数の場合は、審査を行い決
定します。
▽申し込み方法　市ホームページに
掲載または農業政策課に備え付けの
申込書に必要事項を記入の上、お申
し込みください。
■問 農業政策課農産係（☎ 40・
7102）

弘前文化センター工事の
お知らせ
　弘前文化センターでは、現在、耐
震工事および駐車場自動精算機設置
工事を行っています。駐車スペース
が少なくなりますので、できるだけ
公共交通機関をご利用ください。な
お、工事の進み具合により、駐車場
出入口を変更することがあります。
　ご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
▽工事期間　平成 28 年３月まで
（予定）
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）

「星の里 フォトコンテスト」 
作品募集中
▽テーマ　「星と森のロマントピア
の施設内で撮影したもの」または「星
と森のロマントピアの施設を入れた
もの」
▽応募資格　プロ・アマ、年齢を問
いません。

▽申し込み締切　１月７日
【スキルアップＯＡ事務科】
▽とき　２月８日～６月６日
▽ところ　パソコンスクール JOY
（駅前３丁目）
▽申し込み締切　１月13日
【ゼロから始める調剤薬局事務・パ
ソコン科】
▽とき　２月12日～５月 11日
▽ところ　パソコンスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽申し込み締切　１月15日
【パソコン事務基礎科】
▽とき　２月29日～６月 28日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室
▽申し込み締切　２月２日
【ＦＰ・会計事務科】
▽とき　３月１日～７月29日
▽ところ　日建学院弘前校（高崎２
丁目）
▽申し込み締切　２月３日
【パソコン事務基礎科】
▽とき　３月 15日
～７月 14日
▽ところ　キャリ
アスクール・ソフ
トキャンパス弘前
校（土手町）
▽申し込み締切　２月18日
【オフィスワーク科】
▽とき　３月30日～８月 29日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室
▽申し込み締切　３月３日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申し込み締め切り日まで
に各訓練施設へ受講申込書の提出
を。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）
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