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平成30年７月 31日の２年間
▽受付期限　２月29日（月）
▽申請方法　「指名競争入札等参加
資格申請書」に必要書類を添付して、
津軽広域水道企業団津軽事業部総務
課（〒036・0342、黒石市石名坂
字姥懐２）へ提出を。詳しくはホー
ム ペ ー ジ（http://www.tusui.
jp/）をご覧ください。
■問津軽広域水道企業団津軽事業部総
務課（☎52・6033）

相続登記に関する無料相談

  毎年２月の「相続登記はお済みで
すか月間」にちなみ実施します。
▽とき　２月１日～ 29日（土・日
曜日、祝日を除く）
▽ところ　県内の各司法書士事務所
※事前に各司法書士事務所に予約を。
▽費用　初回＝無料（２回目以降や
具体的な手続きは有料）
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

平成28年度障害者職業
訓練校入校生募集
▽募集科と定員　製版科・ＯＡ事務
科＝各 15人（知的障がい者以外の
障がい者が対象）／作業実務科＝
10人（知的障がい者が対象）
▽応募資格　障がいが安定し、体力
的・精神的に１年間の訓練に耐えら
れ、就職を希望する人で、集団生活
に支障がなく、職業的自立が見込ま
れる人
※その他の要件については、お問い
合わせください。
▽訓練期間　平成 28年４月～平成
29年３月（１年間）
▽受付期間　２月10日まで
▽試験日　２月19日（金）

▽応募手続き　弘前公共職業安定所
（南富田町）に備え付けの願書に記
入し、同所に提出を。
■問県立障害者職業訓練校（☎ 36・
6882）

平成28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＝ 15
人／環境土木工学科＝10人
▽訓練期間　４月～平成 30年３月
（２年間）
▽応募資格　高等学校卒業者（平成
28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
▽受付期間　２月10日まで
▽試験日　２月18日（木）
■問県立青森高等技術専門校（☎青森
017・738・5727）

平成28年度県立弘前高等
技術専門校入校生募集
▽募集科と定員　造園科＝ 15人／
配管科＝20人
▽訓練期間　４月～平成 29年３月
（１年間）
▽応募資格　職業に必要な技能と知
識を習得したい人
▽受付期間　2月 10日まで
▽試験日　２月18日（木）
■問県立弘前高等技術専門校（☎
32・6805）／弘前公共職業安定
所（☎ 38・8609）

大人のための
ブラッシング講座
　歯科衛生士による正しいブラッシ
ング指導のほか、お口の健康にまつ
わる講話を行います。
▽とき　２月10日（水）、午前10 

１月26日は
「文化財防火デー」
　大切な文化財を火災などの災害か
ら守るため、消防訓練を行います。
○弘前地域
▽とき　１月26日（火）　
　　　　午前９時半～
▽ところ　旧笹森家住宅（若党町）
○岩木地域
▽とき　１月26日（火）　
　　　　午前10時半～
▽ところ　岩木山神社（百沢字寺沢
※訓練の際、消防車がサイレンを鳴
らして走行しますので、火事と間違
えないようご注意ください。
■問文化財課（☎82・1642）

くらしとお金の安心相談会

▽とき　２月３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
な資金の貸し付けに関すること
※事前の申し込みが必要。
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755、■Ｆ
017・752・6756）

津軽広域水道企業団の
入札参加者申請受付
　平成 28 年度・29 年度の申請を
受け付けします。希望者は受付期限
までに提出してください。
▽対象　建設工事の請負／測量・設
計などの建設関連業務／製造の請負
や物件の買入など／清掃・保安など
の点検業務
▽有効期間　平成 28年８月１日～

時～ 11 時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽持ち物　歯ブラシ、タオル１枚
▽申し込み方法　１月 25日～２月
４日（土・日曜日を除く）に、電話
で申し込みください。
■問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝２月 12日～ 15日／大型特殊
自動車運転免許証（カタピラ限定な
し）保有者＝２月12日・13日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝弘果弘前中
央青果（末広１丁目）
▽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
業中でハローワークに登録して求職
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　10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円／大型特殊自動車運転
免許証（カタピラ限定なし）保有者
＝ 4,000 円（ともに別途テキスト
代1,620 円が必要）
▽申込期間　１月 22日～ 29日の
午前９時～午後５時
※申し込みには、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）

多重債務相談窓口

　相談は無料で、秘密は厳守します。
▽とき　月～金曜日（祝日を除く）
の午前８時半～午後４時半（正午～
午後１時を除く）
▽ところ　青森財務事務所（青森市
新町２丁目、青森合同庁舎３階）
▽電話番号　相談専用ダイヤル…☎
青森017・774・6488
■問青森財務事務所（☎青森 017・
722・1463）　

労働相談会

　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
するための無料相談会です。
▽とき　２月２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）

インフルエンザにご注意を

　季節性インフルエンザは、例年
12月から３月ごろにかけて流行し
ます。今冬も次のことを心掛けてく
ださい。
【インフルエンザ予防対策】
①外出時はマスクを着用し、体調が
悪いときは、人込みをなるべく避け
る／②帰宅したら手洗い・うがいを
する／③せき・くしゃみなどの症状
があるときは、マスクを着用する／
④過労や睡眠不足にならないよう、

十分な栄養や休養をとる／⑤室内が
乾燥しないように気を付け、適度な
湿度を保つ
【インフルエンザにかかったら】
①普通のかぜだと軽く考えず、マス
クを着用して早めに医療機関を受診
する／②安静にして、休養をとる。
特に、睡眠を十分にとる／③水分を
十分に補給する（お茶やスープなど、
飲みたいもので構わない）／④せき・
くしゃみなどの症状があるときは、
周りの人にうつさないように、マス
クを着用する／⑤人込みや繁華街へ
の外出を控え、無理をして学校や職
場などに行かない
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

 

休日在宅当番
▽診療時間　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。

耳鼻咽喉科・眼科
２／　　
　　　14

あきた耳鼻咽喉科クリニ
ック（南城西２）

☎32・2332

28 一戸眼科医院（富田２） ☎32・3076
歯　科

２／7 佐藤歯科診療所（賀田字
大浦）

☎82・3032

11 大開歯科医院（大開１） ☎88・1355
14 なかざわ歯科（北川端町）☎35・0601
21 木村歯科医院（品川町） ☎32・3894
28 平山歯科診療所（本町） ☎32・3705

内　科
２／7 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 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
28 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

有 料 広 告 

◎発行号　毎月１日号・15日号
◎発行部数　約６万4,000部
◎掲載料（１回）　２万円～30万円
※掲載枠により異なります。詳細に
ついては問い合わせを。
■問広聴広報課広聴広報担当（☎35・1194）

広報ひろさき有料広告募集中！

市ホームページのバナー広告も募集中！

有 料 広 告 有 料 広 告
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