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▽対象工事　建築物の解体工事（床
面積80㎡以上）、建築物の新築・
増築工事（床面積500㎡以上）、建
築物の修繕・模様替えなどの工事（請
負代金１億円以上）、その他の工作
物に関する工事（土木工事、請負代
金500万円以上）
▽その他　分別解体等および再資源
化等の対象となる特定建設資材＝コ
ンクリート、コンクリートおよび鉄
からなる建設資材、木材、アスファ
ルト・コンクリート
■問建築指導課（☎ 40・7053）

平成29年度労働保険の年度
更新手続きについて
　平成 28 年度確定保険料と平成
29年度概算保険料の申告・納付手
続きを行う時期となりました。
　平成 29年度の申告・納付期間は
６月１日から７月 10日までですの
で、早めに最寄りの金融機関や郵便
局で手続きを。
■問青森労働局総務部労働保険徴収室
（☎青森017・734・4145）

歌と手話でのびのび歌おう！
英語でミュージカル♪会員募集
　ウィークエンド子どもクラブ「弘
前ねむの会ファミリーコーラスノー
ザンウイング」の会員を募集します。
▽活動日　毎月第１・３土曜日の午
後１時半～４時
※詳細は後日お知らせします。
▽ところ　桔梗野小学校音楽室
▽対象　市内の小・中学校に在籍す
るか、市内に住所を有する小・中学
生＝10人
▽参加料　1日 500円
▽申し込み方法　はがきかＥメール
（住所・氏名〈ふりがな〉・性別・電

話番号・保護者名・学校名・学年を
記入）で、６月10日（必着）までに、
中央公民館「ウィークエンド子ども
クラブ」係（〒036・8356、下白
銀町19の４、弘前文化センター内、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
※応募多数の場合は、抽選で決定。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

新規高等学校卒業予定者対象
求人の早期申込みを！
　平成 30年３月に高等学校を卒業
する生徒を対象とした、企業の求人
申込みの受付を６月１日から開始し
ます。
　新規高等学校卒業予定者の地元就
職促進と、優秀な人材確保のため、
早期の求人申込みをお願いします。
■問弘前公共職業安定所　求人企画部
門（☎38・8609〈内線 31＃〉）

桜松会カラオケクラブ会員募集

　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「桜松会
カラオケクラブ」の会員を募集して
います。歌の好きな方、大歓迎です！
まずは見学においでください。
▽とき　月曜日（毎月３回活動）午
前10時～正午　
※開始時間が早くなる場合がありま
す。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階　第３練習室
▽内容　女性歌手と男性歌手の唄を
各１曲ずつ課題曲にして２か月間練
習し、活動日に各々が歌う。
▽対象　60歳以上の市民＝若干名
（先着順）
▽会費　カラオケクラブ月会費　

500円、桜松会年会費1,500円
■問中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

首都圏からの移住をサポート
首都圏同窓会出席者募集！
　ひろさき移住サポートセンター東
京事務所では、首都圏で開催される
弘前市内の高校の同窓会に参加し、
弘前への移住などの取り組みについ
て紹介しています。
　６月は、次の高校の同窓会に伺い
ますので、首都圏に同校出身の知り
合いがいる人は、周知のご協力をお
願いします。
【弘前中央高校】
▽とき　６月11日（日）
　　　　午前11時～午後２時
▽ところ　学士会館（東京都千代田
区神田錦町）
▽申込期限　５月31日
■問弘前中央高等学校同窓会（田澤さ
ん、☎携帯090・6488・5128）
【弘前実業高校】
▽とき　６月17日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　アルカディア市ヶ谷（東
京都千代田区九段北）私学会館
▽申込期限　５月31日
■問弘前実業高等学校同窓会事務局
（横山さん、☎携帯 090・1537・
7055）
【東奥義塾高校】
▽とき　６月24日（土）
　　　　午後２時～４時半
▽ところ　アルカディア市ヶ谷（東
京都千代田区九段北）私学会館
▽申込期限　６月10日
■問東奥義塾高等学校同窓会事務局
（柳田さん、☎東京 03・5943・
2545）

○補助限度額　海外への出展＝ 70
万円／国内への出展＝30万円
②輸出を目的とした個別商談
○補助率　３分の１
○補助限度額　海外での商談＝ 30
万円／国内での商談＝15万円
▽対象経費　旅費、出展料、小間装
飾費、備品借上料、印刷製本費、運
送料、保険料、通訳料
※制度の概要および交付申請書は市
ホームページからダウンロードでき
ます。
■問商工政策課物産振興担当（☎ 
35・1135）

自衛官募集

～男子自衛官候補生～
▽受験資格　18 歳以上 27 歳未満
の人
▽受付期間　５月16日～６月９日
▽試験日　６月17日（土）
※詳しくは問い合わせを。
■問自衛隊弘前地域事務所（ 城東
中央３丁目、☎ 27・3871、■Ｅ
aomori.pco.hirosaki@rct.gsdf.
mod.go.jp）

甲種防火管理再講習

　甲種防火管理再講習該当する施設
は受講を。
▽とき　６月15日（木）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　黒石消防署（黒石市追子
野木１丁目）２階大会議室
▽定員　60人（先着順）
▽受講料　無料
※講習で使用するテキストは事前に
書店などで購入し、当日持参を。
▽申し込み　５月 22日～６月２日
に、消防本部予防課（本町）か最寄
りの消防署・分署へ。
■問消防本部予防課（☎ 32・5104、
■Ｈ http://www.hirosakifd.jp/）   

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　６月３日・17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）

「弘前市の農地・農業用施設
災害復旧事業の概要」を作成
　大雨などによる水田やりんご園、
農道や農業用水路などの災害を復旧
するための災害復旧事業の概要をま
とめた「弘前市の農地・農業用施設
災害復旧事業の概要」を作成しまし
た。
　農地や農業用施設の災害復旧がど
のようにして行われるのか、どのよ
うな手続きが必要なのか、市ホーム
ページまたはパンフレットでご確認
ください。
▽市ホームページ　トップページ→
「くらし」→「救急・消防・防災」
→「農地・農業用施設災害復旧事業
の概要について」
▽パンフレット配布場所　農村整備
課（９月末まで茂森町、旧上下水道
部庁舎１階、10月から市役所本館
３階〈予定〉）、岩木総合支所総務課
（賀田１丁目）、相馬総合支所総務課
（五所字野沢）、各出張所
▽掲載内容　農地・農業用施設災害
復旧事業、災害復旧の申請、現地調
査、経費の負担、災害復旧工事など
について
■問農村整備課（☎40・7103）

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、５月をパトロール強化月間とし、
全国一斉パトロールを実施します。
　当市でも、関係機関と合同でパト
ロールを実施します。係員が解体工
事現場などに立ち入る時は、ご協力
をお願いします。また、対象工事は
建設リサイクル法による届出が必要
です。工事着手日の７日前までに建
築指導課へ届出書の提出を。
▽実施期間　５月下旬

「農作業従事者」を募集します

　ＪＡつがる弘前およびＪＡ相馬村
の無料職業紹介所ではりんごの生産
に従事したい人を募集しています。
▽作業期間　５月～ 11月の収穫終
了まで
▽作業時間　原則、午前８時～午後
５時（休憩を含む。時間外勤務なし）
▽作業内容　りんご生産の農作業
▽対象　園地まで自動車通勤が可能
で、はしごでの作業ができる人
▽賃金　園主との話し合いで決定
▽採用方法　面接による選考
■問ＪＡつがる弘前農作業従事者無料
職業紹介所　（☎ 82・1052）、Ｊ
Ａ相馬村農作業従事者無料職業紹介
所（☎84・3215）

弘前大学医学部附属病院
ボランティア募集
　弘前大学医学附属病院では、病院
ボランティアを随時募集しています。
▽内容　①外来受付等の補助、②患
者図書室の管理ほか
▽活動時間　①＝午前８時半～ 11
半、②＝午前10時～午後 2時まで
の間で、活動する曜日は選択可能
■問電話かはがきで弘前大学医学部附
属病院（本町）医事課医事グループ
医療福祉・患者支援担当（☎ 39・
5223、〈午前８時半～午後５時〉）
へ。

ひろさきブランド販路開拓
支援補助金
　中小企業者などが持つ独自の技
術・製品および工芸品の販路拡大、
新規需要開拓を促進するため、市内
の中小企業者などが国内外の見本市
などへ出展する事業および海外への
輸出を目的とした個別商談を支援し
ます。
▽募集期間　随時（予算がなくなり
次第終了）
▽対象　次のいずれかに該当するもの
①見本市などへの出展
○補助率　新規２分の１、継続３分
の１（過去に当該補助金および平成
28年度弘前市海外販路開拓支援補
助金の交付を受けたことがある場合
は３分の１）
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