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10 月１日～ 31 日に同館へ。申込
書はホームページからもダウンロー
ドできます。
■問弘前図書館（☎32・3794）

離職介護人材再就職準備資金

　介護職へ復帰する人へ準備金（最
大 20万円）を貸し出します。貸付
決定日から１年以内に県内で介護業
務に再就職し、２年間働いた場合、
返還が全額免除されます。
　介護施設で介護職員として１年以
上職務経験があるなど、一定の要件
がありますので、詳しくはホーム
ページをご覧ください。
▽貸付金の使い道（例）　子どもを
預けるための費用、研修会受講料や
参考図書の購入費など
■問青森県社会福祉協議会生活支援
課（☎青森017・723・1469、■Ｈ
http://aosyakyo.or.jp/）

文化グループ会員募集

　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
ループの会員を募集します。
【刺しゅうの会】
▽活動日　毎月第２・第４木曜日、
午前10時～午後３時
▽ところ　弘前文化センター２階第
１または第２会議室
▽講師　小山内倭子さん
▽募集人数　若干名
▽会費　月額750円
▽持ち物　裁縫用具
【書道愛好会】
▽活動日　第２・第４水曜日の午前
10時～ 11時 50分
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　漢字・仮名の基礎的な練習

／年１回の作品展（好きな言葉や漢
詩などを自由に表現）
▽講師　肥後黄娥さん（北門書道会
理事）
▽募集人数　若干名
▽受講料　月額 3,800 円（テキス
ト代を含む）
■問電話かファクスまたはＥメール
で、中央公民館（☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

在宅患者訪問歯科診療

　弘前歯科医師会所属の歯科医師
が、ねたきり高齢者や身体障がい者
などの自宅などを訪問して、歯科診
療や口腔（こうくう）衛生の指導を
行っています。
▽診療内容など　診療／口腔ケア・
リハビリ／口腔の健康に関する啓発
／そのほか口腔の健康増進など
▽費用　①治療費など　②歯科医師
の交通費（自宅から遠い歯科医師の
往診を受けた場合に掛かる場合あ
り）
※詳しくは問い合わせを。
■問弘前歯科医師会（☎27・8778）

応急手当の見舞金の支給
（バイスタンダー補償）を開始
　10月１日から、応急手当の見舞
金の支給（バイスタンダー補償）を
開始します。
　この補償は、弘前地区消防事務組
合が管轄する地域内の救急現場に居
合わせた人（バイスタンダー）が、
応急手当の実施により事務組合の救
急業務に協力し、その応急手当の実
施に伴い感染症の罹患（りかん）が
疑われた際の検査費用に対し、見舞

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　10月 15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２
▽テーマ　シニア世代のペットライ
フを考える～ペットを通じてつなが
ること、高齢者が安心して暮らせる
地域とは？～ 
▽ゲスト　髙杉陽子さん（弘前市第
三地域包括支援センター所長）
▽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）

弘前図書館ボランティア募集

　ボランティア活動を通じて生涯学
習の充実を図ることを目的に、ボラ
ンティアとして業務する人を募集し
ます。
▽応募資格　次の条件をすべて満た
す人
①市内に居住するか、市内に通勤・
通学する人
②平成 10年４月１日以前に生まれ
た人
③弘前図書館（下白銀町）で 11月
12日（土）に開催予定の説明会に
参加し、ボランティア登録する人
④月に１回以上（１回あたり２時間
程度）ボランティア活動ができる人
▽業務内容　図書の返却、本棚整理、
貸出業務補助、簡単な図書館利用案
内
▽申し込み方法　弘前図書館に備え
付けの申込書に必要事項を記入し、

などを持参してください。
▽とき　10月 29日（土）
　　　　午前９時半～
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽冊数　１人５冊まで（先着順）
▽雑誌名　歴史読本、オレンジペー
ジ、サライ、山と渓谷、おひさま、
趣味の園芸など約1,200冊
■問弘前図書館（☎32・3794）

市立図書館
一部サービスを停止します
　機器メンテナンスのため、次の期

金の支給によりその負担を軽減する
もので、誰もが安心して応急手当が
できる環境を整え、応急手当の普及
啓発を推進することを目的としてい
ます。
　詳しくはホームページをご覧くだ
さい。
■問 消 防 本 部 人 材 育 成 課（ ☎
32・5109、 ■Ｈ http://www.
hirosakifd.jp）

古雑誌を無料で提供します

　不要になった雑誌を無料で提供し
ます。来館の際は、持ち帰り用の袋

間、一部のサービスを停止します。
なお、貸し出しなどの通常業務は平
常通り利用できます。
▽期間　10月 7日の午後５時半か
ら10月 9日の閉館まで
▽対象　弘前図書館、岩木図書館、
相馬ライブラリー、こども絵本の森
▽停止サービス　貸出票（貸出レ
シート）の発行、上記期間中に貸
出可能となった予約およびリクエ
スト資料の連絡、利用者端末の利
用、市立図書館ホームページ内の
WebOPAC（ウェブ上の蔵書検索・
予約等サービス）の利用
■問弘前図書館（☎32・3794）

各種無料相談会

有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告
今月の市税などの納期

納期限
10 月 31 日

☆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をご利用ください。
☆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。

固 定 資 産 税  第３期
国民健康保険料  第４期
介 護 保 険 料  第４期
後期高齢者医療保険料  第４期

名　称 内　容 とき ところ 問い合わせ・申込先

くらしとお金
の安心相談会

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（事前の予約
が必要）

10月５日（水）、午前 10時
～午後４時

市民生活センター（駅前町、
ヒロロ３階）

消費者信用生活協同組
合青森事務所（☎青森
017・752・6755）

行政書士
無料相談会

許認可・相続・遺言・成年後見など
の相談会（事前の予約は不要）

10月 11 日（火）、午後１時
半～３時半

ヒロロ（駅前町）３階多世
代交流室１

弘前コスモス会（奈良行
政書士事務所、☎ 40・
0024）

夜間・休日
納税相談

日中や平日に納税相談ができない
人のための夜間・休日納税相談

夜間＝10月17日～21日の
午後５時～７時半／休日＝10
月23日の午前９時～午後４時

収納課（市役所新庁舎２階）収納課（☎40・7032、40・7033）

行政相談週間
市が行う道路、河川、年金、医療保
険、老人福祉、窓口サービスなどに
対する苦情や意見、要望など

10 月 17 日～ 23 日、午前
10時～午後３時

市民生活センター（駅前町、
ヒロロ３階）

市民生活センター（☎
33・5830）、総務省青
森行政評価事務所（☎
0570・090・110）

多重債務
相談窓口 借金などに関すること

平日の午前８時半～正午、午
後１時～４時半／☎相談専用
電話017・774・6488

青森財務事務所（青森合同
庁舎３階〈青森市新町２丁
目〉）

☎青森財務事務所理財
課（☎青森017・722・
1463）

健康相談
・禁煙相談

生活習慣病の予防、健診結果、禁煙
など

弘前市保健センター（野田２丁目）＝10月20日／ヒロロ（駅
前町）３階健康エリア＝10月７日・12日・30日
※時間はいずれも午前９時～11時（２日前までに要予約〈日
曜日開催は３日前まで〉）。

弘前市保健センター
（☎37・3750）

健やか
育児相談

子育て相談（育児、食事、歯みがき、
母乳について）、講座「予防接種マ
メ知識」（午前 10時半～ 10時 50
分）…対象＝乳幼児を持つ保護者と
その家族

10月 17日（月）、午前10時
～11時45分

駅前こどもの広場（駅前町、
ヒロロ３階） 弘前市保健センター

（☎37・3750）※母子健康手帳の持参を。歯の相談をする人は、普段使っ
ている歯ブラシも持参してください。

こころの
健康相談

本人や家族のこころの悩み、家族を
自死で亡くした人の悩みについて

10 月 18 日（火）、午前９時
～11時（予約制）

弘前市保健センター（野田２
丁目）

弘前市保健センター
（☎37・3750）

のびのび
子ども相談

発達相談（ことばが遅い、落ち着き
がないなど）…対象＝１歳以上の幼
児とその家族

10月 18 日（火）、午前９時
半～午後３時（受け付けは午
前９時半～午後２時）

弘前市保健センター（野田２
丁目）

10月３日～17日に、
弘前市保健センター（☎
37・3750）へ。

 
教えて！たか丸くんクイズの答え

※質問は 11ページに掲載。

正解は①の「弘前昇天教会」（大正 10年ごろ）
だよ。この時代は町のいろいろな所にハイカ

ラな洋館が建てられたんだね。
町を歩いて洋風の
建物を探すのも
楽しいかも！


