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選挙「寄附の禁止」ホームペー
ジ（http://www.soumu.go.jp/
senkyo/senkyo_s/naruhodo/
naruhodo08.html）をご覧くださ
い。
■問選挙管理委員会事務局（☎ 35・
1129）

福祉の仕事相談フェア

　福祉の仕事を希望する一般求職者
や学生の就職活動を支援するため
に、求人事業所によるプレゼンテー
ションと個別面談・相談会を開催し
ます。
▽とき　１月28日（土）、午前10
時～正午（受け付けは午前９時半～）
▽ところ　社会福祉センター（宮園
２丁目）２階会議室
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前福祉人材バンク（弘前市社会
福祉協議会内、☎36・1830）

差押財産の公売

　不動産や動産などの差押財産を、
インターネットオークションを利用
して売却するインターネット公売を
実施しています。公売情報や入札方
法などは、県ホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/008_koubaiindex.html）を
ご覧になるか、問い合わせを。
■問中南地域県民局県税部（☎ 32・
4341）

弘前～十和田シャトルバス
２月運行
～便利なシャトルバスで美しい十和
田湖冬物語を楽しみませんか～
▽運行日　２月の毎週土・日曜日
▽コース（抜粋）　
①弘前出発コース　往路…弘前大学
前発（午前８時 15分）～弘前バス
ターミナル～ＪＲ弘前駅～ＪＲ大
鰐温泉駅～十和田湖着（午前 11時
半）／復路…十和田湖発（午後２時
半）～ＪＲ大鰐温泉駅～ＪＲ弘前駅
～弘前バスターミナル～弘前大学前
着（午後５時35分）
②十和田湖出発コース　往路…十和
田湖発（午前９時）～ＪＲ大鰐温泉
駅～ＪＲ弘前駅着（午後０時15分）

／復路…ＪＲ弘前駅発（午後２時半）
～ＪＲ大鰐温泉駅～十和田湖着（午
後４時半）
▽料金　片道3,500円、往復6,000
円
▽割引制度　大学生（短大・院生含
む）または 10人以上で利用する団
体は往復料金が3,500円
▽最少催行人数　２人
▽その他　利用７日前までの予約が
必要です
※コースなどの詳細については「津
軽なび」ホームページ（http://
www.tsugarunavi.jp/web/
index.html）をご覧になるか、問
い合わせを。
■問弘前出発コース…弘南バス観光
部（☎ 38・2255）／十和田湖出
発コース…十和田タクシー（☎鹿角
0186・35・2166）

雪崩による被害を
防止しましょう！
　当市は全域が豪雪地帯であり、雪
崩危険箇所数は 60カ所あります。
県内では、２人の犠牲者がでた平成
19年２月の八甲田山での雪崩をは
じめとして、多くの雪崩被害が発生
しています。家の裏、生活道路や通
学路、スキー場などのレジャー区域
など、危険はさまざまな形で身近な
場所に潜んでいます。積雪時は斜面
を注意深く観察し、兆候を発見した
ら早めの避難・連絡を心がけてくだ
さい。
　１人１人が『心の防災スイッチ』
をＯＮにして、雪崩災害による被害
ゼロを目指しましょう。
■問防災安全課（☎40・7100）

岩木川市民ゴルフ場
冬期間の利用
　冬場の健康・体力作りに岩木川市
民ゴルフ場を利用しませんか？
▽利用期間　3月中旬ころまで
▽利用時間　午前 9時～午後 4時
※会議室・交流室は午後 9時まで
利用可能。
▽利用内容　スノー広場…歩くス
キーコース（500ｍ）、スノー滑り
台、その他スノーシュー、雪遊び、
各種イベント等で利用可能。歩くス
キーセット、各種そり、スノーシュー

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。
【オフィス事務秘書科】
▽とき　３月１日～６月30日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽申し込み締切　２月２日
【経理事務基礎科】
▽とき　３月13日～７月 12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15日
【医療クラーク養成科】
▽とき　３月27日～７月 26日
▽ところ　ニチイ学館青森支店弘前
教室（表町）
▽申し込み締切　２月28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。
【職業訓練説明会】
　職業訓練制度の概要と、各訓練施
設からの訓練内容説明を行います。
▽とき　１月 27日、２月 28日の
午後２時～４時
▽ところ　市民文化交流センター
（駅前町、ヒロロ４階）
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

政治家の寄附は禁止、
有権者が求めることも
禁止されています！
①政治家の寄附の禁止
②政治家に対する寄附の勧誘・要求
の禁止
③政治家の関係団体の寄附の禁止
④後援団体の寄附の禁止
⑤年賀状などのあいさつ状の禁止
⑥あいさつを目的とする有料広告の
禁止
　詳しくは、総務省なるほど！

を無料で貸し出します。／会議室・
交流室…会議、各種イベント、軽い
運動スペースとして利用できます。
▽利用料金　無料　
※物品販売、会費徴収するものは有
料。
▽その他　中学生以下のみの利用は
できません。団体利用の場合は事前
の予約が必要です。
▽申し込み方法　個人利用の場合…
当日窓口で受け付け／団体利用の場
合…利用前に利用者名簿を提出して
ください。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

多重債務・消費生活
法律相談会
　多重債務者が債務を整理して生活
再建に向かうための手助けとして、
弁護士が無料で相談に応じます。ま
た、多重債務以外の消費生活に関す
る法律相談にも応じます。
　相談希望者は、事前予約の上、債
務状況が分かる資料などを持参して
ください。詳しくは問い合わせを。
▽とき　１月28日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽対象　市民＝４人
■問１月 17日から、電話で、市民生
活センター（☎34・3179）へ。

津軽広域水道企業団の
入札参加者申請受付
　平成 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 29年８月１日～
平成30年７月 31日の１年間
▽受付期限　２月28日（火）
▽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）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん（医
学博士）のボランティアによる無料
健康相談を開催します。体のことな
どで気になる人はご相談ください。
また、ヒロロ（駅前町）３階健康広
場のセルフチェックコーナーでの計
測結果について、専門的なアドバイ
スを希望する人も気軽にご相談を。
▽とき　２月４日・25 日の午後１
時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ
３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

小さな掛金、大きな補償！
スポーツ安全保険
　スポーツ安全保険は、アマチュア
のスポーツ活動、文化活動、ボラン
ティア活動、地域活動などを行う社
会教育活動（４人以上の団体）を対
象とした保険です。
▽対象となる事故　団体活動中や往
復中の事故など

※自動車事故による傷害保険は適用
されますが、賠償責任保険は適用外
です。
▽補償内容　傷害保険（通院、入院、
後遺障害、死亡）、賠償責任保険、
突然死葬祭費用保険
▽加入受付期間　３月１日～平成
30年３月 30日
▽保険期間　４月１日の午前０時～
平成30年３月 31日の午後 12時
▽掛け金　１人年額 800 円～ 1万
1,000 円（年齢、活動内容などに
より異なります）
■問スポーツ安全協会青森県支部（☎
青森 017・782・6984〈平日の
午前９時～午後５時〉）

 

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／　　
　　　12

よしだ耳鼻科・小児科（中
野２）

☎33・2306

26 たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456
歯　科

２／5 遠藤歯科（代官町） ☎36・5560
11 赤石歯科医院（上瓦ケ町）☎33・4181
12 関歯科医院（和泉１） ☎26・2789
19 あまない歯科医院（神田

１）
☎88・6400

26 盛歯科クリニック（桔梗
野１）

☎33・8148

内　科
２／5 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
12 さがらクリニック（桔梗

野１） ☎37・2070
19 佐藤内科小児科取上医院
（取上２） ☎33・1191

26 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  175,843人　   （－          99）
　 男　　  80,638人　   （－           35）
　 女　　  95,205人　   （－       64）
・世帯数　 71,560世帯    （－          20）
平成 28年 12月１日現在（推計）

有 料 広 告


