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有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

る人
▽相談方法　ファイナンシャルプラ
ンナーが個別に対応します（１人１
時間まで、先着順）
▽料金　無料
▽予約方法　11 月 30日までに、電
話または直接、収納課まで申し込みを。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

司法書士に相談を
　成年後見をはじめ、相続、借金問
題などについて、司法書士が無料で
相談に応じます。
▽とき　11月 23日（水・祝）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室Ａ・Ｂ・Ｃ
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

自衛官募集

【高等工科学校生徒】
▽受験資格　中学校卒業（見込みを
含む）、17歳未満の男子
▽受付期間　推薦＝ 12月２日まで
／一般＝平成29年１月６日まで
▽試験日　推薦＝１月７日～９日の
指定する日／一般＝１月21日
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎ 27・3871）

全国瞬時警報システムの
全国一斉情報伝達訓練
　地震・津波や武力攻撃などの発生
に備え、情報伝達訓練を行います。
　全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）を用いた訓練で、市内各所の防
災行政無線のスピーカーから訓練放
送をしますので、ご理解とご協力を。

「津軽の味っこ」
伝承料理講習会
▽とき　12月 25日（日）
　　　　午前９時半～午後１時半
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　山菜おこわ、けの汁、イカ
の酢みそあえ、紅鮭と竹の子のすし、
大根とわらびのしょうゆ漬けの調理
実習
▽対象　市民＝30人
▽参加料　1,800円（当日徴収）
▽持ち物　三角きん、エプロン
▽申し込み方法　往復はがきの「往
信用」の裏面に郵便番号・住所・氏名・
年齢・電話番号を、「返信用」の表
面に郵便番号・住所・氏名を記入し、
11月 25日（当日消印有効）までに、
弘前地区生活改善グループ連絡協議
会会長・清野優美子さん（〒036・
8265、下湯口字青柳64の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
結果を11月28日以降に通知します。
■問中南地域県民局地域農林水産部
農業普及振興室（神さん、☎ 33・
4821）

ファイナンシャルプラン
ナーによる無料納税相談
▽とき　12月９日・15日・22日・
25 日の午前 10 時～ 11 時、午後
２時～３時（22日は午後６時～７
時までの相談も可）
▽ところ　収納課（市役所新庁舎２
階）
▽対象　収入不足や借金などの金銭
問題が原因で市税などを滞納してい

▽とき　11月 29日（火）
　　　　午前11時ころ
※気象・地震活動の状況等によって、
中止することがあります。
▽放送内容の確認方法　放送が聞き
取りにくかった時などは、電話（☎
40・7110）で内容を確認できます。
■問防災安全課（☎40・7100）

弘前大学大学院人文社会科学
研究科（修士課程）入試説明会
▽とき　11月 25日（金）
　　　　午後６時～７時
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
（文京町）４階多目的ホール
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部教務担当
（☎39・3941）

年金事務所への年金請求相談
は、事前予約が便利です
　弘前年金事務所では、予約制によ
る年金相談を実施しています。相談
希望日の１カ月前から電話か窓口で
予約ができますので、ぜひご利用を。
▽電話予約受付時間　午前８時半～
午後５時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
■問弘前年金事務所（☎27・1339）

指名手配被疑者の
検挙にご協力を !
　平成 28年８月末現在、全国の警
察から指名手配されている者は、約
730 人に上っています。これらの
被疑者は、殺人、強盗などの凶悪事
件のほか、暴行、傷害、窃盗、詐欺、
横領などの事件に関して指名手配さ
れており、再び犯行を行う恐れがあ
ります。

 その他
  

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　「地域おこし協力隊」をご存知ですか？当市では４人の協力
隊が活躍中！果たしてどんな活動をしているのでしょうか。
○放送日　11月 26日（土）、午前10時 15分～ 10時半
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

「地域おこし協力隊ってなに？」
～首都圏から来ました！移住して弘前の魅力をＰＲ～

９月中の増減

 人の動き PopulationPopulation

・人口　  175,900 人　 （＋13）
　 男　　  80,668 人　 （＋23）
　 女　　  95,232 人　 （－10）
・世帯数    71,522 世帯  （＋89）
平成 28年 10月１日現在（推計）
※平成 27年国勢調査（確報値）を基
に再計算しています。

お詫びと訂正

　広報ひろさき11月１日号の
13ページ「弘前市二十歳の祭典成
人式企画運営委員奮闘中！」の「と
き」が「午後11時～」とあるのは、
「午前11時～」の誤りでした。
■問広聴広報課（☎35・1194）
　また、17ページ「障害者週間
記念大会福祉・教育懇親会」の「懇
親会」とあるのは、「懇談会」の
誤りでした。
■問福祉政策課（☎40・7036）
　お詫びして訂正します。　

　警察では、11月中に全国警察の
総力を挙げて追跡捜査を行うことと
し、これら被疑者の早期検挙に取り
組んでいるところです。指名手配被
疑者によく似た人を見掛けたといっ
た情報など、どんなわずかなことで
も、警察に通報をお願いします。
■問弘前警察署刑事第一課（☎ 32・
0111〈内線 332・333〉）

不動産取得税について

　不動産取得税は、土地や家屋を、
有償・無償の別、登記の有無にかか
わらず、売買、贈与、交換、建築（新
築・増築・改築）などにより取得し
たときに、一度だけ取得者に課税さ
れる県の税金です。不動産を取得後、
ある程度の期間をおいて納税通知書
が送付されますので、指定の納期限
までに納付してください。
　なお、不動産取得税の軽減制度に
ついては、県ホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/004_01fudousanindex_00.
html）をご覧ください。
■問中南地域県民局県税部課税第二課
（蔵主町、弘前合同庁舎内、☎ 32・
1131、内線 227）

一日体験ボランティア

▽とき　12月９日（金）
　　　　午前９時半～午後３時半
▽ところ　聖康会病院デイケアぶど
うの樹（和泉２丁目）
▽内容　デイケアぶどうの樹の入所
者と一緒におやつ作りと茶話会をし
ます
▽対象　市民＝５人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、内履き、エプロン、
三角きん、手ふき、飲み物

■問 12 月５日までに、ボランティア
支援センター（元寺町、市民参画セ
ンター内、☎38・5595）へ。

無料健康相談

  からだのことなどで気になる人は
ご相談ください。
▽とき　12 月３日・17 日の午後
１時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健康
広場相談室
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

知っていますか？里親のこと
～里親制度にご理解とご協力を～
　親の病気や離婚、虐待など、さま
ざまな理由で親元で暮らすことので
きない子どもがいます。このような
子どもの約９割が児童養護施設など
の児童福祉施設で生活しています。
　子どもたちが温かい愛情に包まれ
て暮らせるよう、自分の家庭に迎え
入れ、一定期間養育する「里親」に
なってくれる人を求めています。
　子どもの養育中は、生活費や教育
費などの委託費が支給されます。希
望者には、制度や申請手続きについ
て詳しく説明しますので、ご相談を。
■問弘前児童相談所（☎36・7474）

所得税および復興特別所得税
の予定納税（第２期分）
忘れずに納付を

　納付期限は 11月 30日です。振
替納税以外は、納期限までに金融機
関または所轄税務署の窓口で納付
を。なお、納付金額が 30万円以下
の場合は、送付したバーコード付納

付書によりコンビニエンスストアで
納付できます。　
■問弘前税務署（☎32・0331)

古都「弘前」と「日本文化」
アピールコンテスト参加者募集
　フランスで行われる弘前大学フェ
アで、「弘前」と「日本文化」をアピー
ルできる人を募集します。
▽とき　平成29年５月（予定）
▽応募資格　20 歳以上の市民で、
平成 29年８月～９月のうちフラン
スに約１週間渡航ができる個人もし
くは２人のチーム
※渡航費用は弘前大学が負担します。
※上記以外にも条件があります。詳
しくは応募要領をご覧ください。
▽申し込み方法　申請書に必要事項
を記入の上、12月９日までに持参を。
※申請書は弘前大学総務部企画課で
配布するほか、ホームページからダ
ウンロードできます。
■問弘前大学総務部企画課（浅利さん、
☎ 39・3008、 ■Ｈ http://www.
hirosaki-u.ac.jp/23683.html）
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