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8316、石渡１丁目19の１）へ。
※家族や友人同士の参加ははがき1
枚で応募可。応募多数の場合は抽選
で決定します。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

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。
▽とき　１月28日（土）
　　　　午前10時～
▽ところ　弘前学院外人宣教師館
（稔町）

※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）

住宅用火災警報器の
設置と点検を
　住宅用火災警報器（以下「住警器」）
の設置が義務化され、昨年６月で
10年を経過しました。現在普及し
ている住警器の多くは電池式で、そ
の寿命は 10年が目安と言われてい
ます。「万が一」というときに警報
音が鳴らないということがないよ
う、定期的に作動確認をしましょう。
作動確認をして住警器に反応がなけ
れば、本体の故障か電池切れのため
交換が必要です。

プールで体力づくり教室

▽とき　２月 16日～３月 23日の
毎週木曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水中での体操、ウォーミン
グアップを兼ねた水中ウォーキン
グ・ストレッチ、簡単な筋力トレー
ニング、ゲームなど
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　水着、水泳帽、タオル
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、１月 31日（必着）まで
に、河西体育センター（〒 036・

　また、昨年の住警器設置率は全国
（81％）、管内（64％）でとても低
い状態です。
　消防庁による分析では、住警器を
設置している場合は設置していない
場合に比べ、死者が３分の２、焼損
損害額は半額まで減少するとの結果
が出ています。まだ設置していない
人は住宅防火の「切り札」として、
皆さんの命を守るため、早急に住警
器を設置してください。
■問弘前消防本部予防課（☎ 32・
5104）

くらしとお金の安心相談会

▽とき　２月１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）

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～ 28日（土・日
曜日を除く）
▽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29年度県立障害者職業
訓練校入校生募集
▽募集科と定員　デジタルデザイン
科（平成 29年度から製版科を名称
変更）・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　４月～平成 30年３月
（１年間）
▽受付期間　２月８日まで
▽試験日　２月17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29年度県立弘前高等
技術専門校入校生募集
▽募集科と定員　【一般コース】造
園科＝15人／配管科＝20人　【若
年者コース】建築システム工学科＝
10人程度
▽訓練期間　【一般コース】４月～
平成 30年３月（１年間）　【若年者
コース】４月～平成 31年３月（２
年間）
▽応募資格　【一般コース】職業に
必要な技能と知識を習得したい人　
【若年者コース】高等学校卒業者（卒
業見込みを含む）および同等以上の
学力を有する人
▽受付期間　2月８日まで
▽試験日　２月16日（木）
※詳しくは問い合わせを。
■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）

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以上
保有者＝２月 10日～ 13日／大型
特殊自動車運転免許証保有者（カタ
ピラ限定なし）＝２月 10 日・11
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
免許証保有者（カタピラ限定なし）
＝ 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 20日～ 27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）

胃がんリスク検診

　平成 29年３月
31 日までに 40 
歳・45 歳・50 歳・
55 歳になる人を
対象に、胃がん
リスク検診の受診券を送付していま
す。
　この検診は、血液検査で胃粘膜の
萎縮度とピロリ菌感染の有無を検査
し、胃がんになりやすいかどうかの
危険度をＡ～Ｄ群に分類するもので
す。対象者は無料で受診することが
できますので、ぜひ受診してくださ
い。なお、胃がんリスク検診は、胃
がんを直接見つけるものではないの
で、これまで同様、胃がん検診も受
診しましょう。
■問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

自衛官募集

【予備自衛官補】
▽応募資格　一般＝ 18歳以上 34
歳未満の人／技能＝ 18歳以上 55
歳未満で国家免許を有する人
▽受付期間　４月７日まで
▽試験日　４月15日
※詳しくは問い合わせを。
■問自衛隊弘前地域事務所（☎ 27・
3871）

 その他
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環境整備
センタープラザ棟

の教室

▽持ち物　タオル４枚・手ぬぐい２
枚（どちらも使い古しのもの）、昼
食
※作業しやすい服装でおいでを。初
めて参加する人を優先します。
▽申し込み開始　１月20日（金）～

ペットボトルで作った
室内空気ロケットを
飛ばして学ぼう
　気圧の勉強をしなが
らペットボトル容器で
空気ロケットを作っ
て、飛ばして遊びま
しょう。参加者全員に
記念品があります。
▽と き　１月 29 日
（日）、午前の部…10時～正午、午
後の部…１時～３時
▽講師　福田智好さん（弘前市少年
少女発明クラブ会長）
▽定員　30人程度（保護者同伴）
▽持ち物　1.5ℓペットボトル入り炭
酸飲料
▽申し込み開始　１月21日（土）～

親子で楽しむ冬のエコ
スイーツクッキング教室
　食材の皮な
ども無駄にし
ないで使うエ
コなお菓子を
作ってみませ
んか。
▽とき　２月 11 日（土・祝）、午
前９時半～11時半
▽内容　ヘルシーなおから入りどら
やき、皮付きりんごのキャラメリゼ、
紅茶作り
▽講師　環境整備センタープラザ棟
職員
▽定員　親子＝ 15組（小学校６年
生までの子とその保護者）
▽持ち物　エプロン、ふきん、中皿
１枚、マグカップ、フォーク、スプー
ン
▽申し込み開始　１月20日（金）～

 ～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
■問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（☎ 36・3388、受付
時間は午前９時～午後４時、月
曜日は休館日）へ。

ピアノミニコンサート　

　家族や友達
と一緒にすて
きなピアノの
音 色 を 聴 い
て、ゆっくり
とした時間を過ごしませんか。
▽とき　１月 28 日（土）、午後４
時～５時
▽演奏者　虎谷順一さん（弘前オペ
ラ音楽監督）
※事前の申し込みは不要。

布ぞうり作り教室
　家庭にある使い古しのタオルや手
ぬぐいを使って布ぞうりを作りま
す。
▽とき　１月 28 日（土）、午前９
時半～午後３時
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　中学生以上＝20人

 


