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名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

行政書士弘前コスモス
会無料相談会 ８月８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
相続・遺言を中心とした相談会（事
前の予約は不要）

ふたば行政書士事務
所（☎ 88・8781）

夜間・休日納税相談 夜間＝８月 21～ 25日の午後５時～７時半
／休日＝８月 27日の午前９時～午後４時

収納課（市役所新庁
舎２階）

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

収納課（☎ 40・
7032、40・7033）

健やか育児相談 ８月 21日（月）、午前 10時～ 11時 45分
（受け付けは午前 11時まで）

駅前こどもの広場
（駅前町、ヒロロ３
階）

子育て相談（育児、食事、歯みがき、
母乳について）、講座「助産師による
〈卒乳のお話し〉」（午前10 時半～ 
10 時 50 分）

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。

のびのび子ども相談 ８月 22日（火）、午前９時半～午後３時（受
け付けは午後２時まで。事前の予約が必要）

弘前市保健センター
（野田２丁目）

発達相談（ことばが遅い、落ち着きが
ないなど）。対象は市民で 1歳以上の幼
児とその家族。母子健康手帳の持参を。
※８月１日～ 21日に申し込みを。

精神対話士の「ほっ！
と相談」

８月20日（日）、午前 10時～午後２時 ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室Ｃ 病気・生活・仕事・人生に関する悩

みを対話の専門職精神対話士が親身
にお聴きします。
※事前の予約は不要。

メンタルケア協会青
森事務所（寺山さん、
☎携帯090・7793・
8595）９月３日（日）、同上 ヒロロ（駅前町）３

階多世代交流室D
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ズ）を送付しています。制度の開始
は、８月１日（最も早い年金の支払
いは 10月）です。まだ請求手続き
をしていない人は、今すぐねんきん
ダイヤルに電話で予約の上、年金事
務所で手続きを行ってください。
■問ねんきんダイヤル（☎ナビダイ
ヤ ル 0570・05・1165、050 で
始まる電話でかける場合は☎東京
03・6700・1165、土・日曜日、
祝日〈第２土曜日を除く〉は休み）
／弘前年金事務所（外崎５丁目、☎
27・1339）／国保年金課国民年
金係（☎40・7048）

自動車事故被害者救済制度

　自動車事故で重度の後遺症が残っ
た人や、亡くなった人の家族を救済
するための制度です。
【介護料支給制度】
▽受給資格　自動車事故により、重
度の後遺障がいが残ったため、常時
または随時の介護を必要とする人
▽支給額　月額２万 9,290 円～
13万 6,880 円
※障がいの程度、介護に要する費用
に応じて支給。
【交通遺児等育成資金貸付制度（無
利子貸付）】
▽貸付金額　一時金 15 万 5,000
円、月々１万円または２万円
▽要件　市町村民税が非課税または
均等割のみ課税　など
▽対象　０歳～中学３年生
▽返還方法　原則 20年以内の月々
均等払い（進学・病気等による猶予

おいて弘前市、黒石市、平川市、藤
崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村に居住でき、矯正視力を
含み両眼で 0.7 以上かつ一眼でそ
れぞれ 0.3 以上、赤・青・黄色の
識別ができ、男性は身長おおむね
160㎝以上、女性はおおむね 155
㎝以上の人
▽採用予定　５人
▽第１次試験日　９月17日（日）
▽試験場所　第二中学校（平岡町）
▽試験科目　消防職Ａ＝大学卒業程
度の教養試験・専門試験／消防職Ｂ
＝高校卒業程度の教養試験／各職種
共通＝適性検査、体力測定
▽受験申込書の提出方法　受験申込
書に記入し必要書類を添え、８月
23日（消印有効）までに郵送また
は持参してください（受け付けは土・
日曜日、祝日を除く午前８時半～午
後５時）。
※受験申込書は消防本部人材育成課
および各消防署で交付しているほ
か、弘前地区消防事務組合ホーム
ページ（http://www.hirosakifd.
jp/）からダウンロードできます。
■問消防本部人材育成課（〒 036・
8203、本町２の１、☎32・5109）

年金請求書の手続漏れが
ありませんか？
　老齢基礎年金を受け取るのに必要
な期間（受給資格期間）が、「25年」
から「10年」に短縮されることに
なりました。日本年金機構では、対
象となる人に黄色の封筒（Ａ４サイ

33･4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

「子どもの作品展示会」
作品募集 !
～文化センターにみんなの力作を
飾っちゃおう！～
　11 月３日に開催する「第 56 回
弘前市子どもの祭典」で展示する作
品を募集しますので、夏休み中に
作った作品など、奮ってご応募くだ
さい。
▽対象　団体作品＝市内の小・中学
生／個人作品＝工作・絵画の部…市
内の小・中学生、書道の部…市内の
未就学児・小・中学生
▽テーマ・応募規定など　
○団体作品　１つの作品を２人以上
で作成。絵画や工作など内容は自由。
各団体１点まで。
○個人作品　各部門のいずれかに１
人１点まで。
①工作の部…自分で作った工作作品
②絵画の部…八つ切りサイズの画用
紙に描いた作品
③書道の部…補助線なしの四つ切半
紙に描いた作品（課題…「しろ」〈小
学校２年生まで〉、「弘前公園」〈小
学校３年生以上〉、半紙の左側に学
校名・学年・氏名を記入。）
※各団体・個人ともに植物・昆虫標
本の類は出品不可。
▽応募方法　作品に、タイトル・住
所・氏名（ふりがな、団体作品は代
表者氏名と製作者全員分）・性別・
学校名（団体名）・学年・電話番号
を記入したものを添付し、郵送また

は持参してください。作品出品票は、
中央公民館事務室で配布するほか、
ホームページにも掲載しています。
▽受付期間　９月 11日までの午前
８時半～午後５時（火曜日を除く）
▽その他　各部門の優秀作品に選ば
れた人は「子どもの祭典」式典で表
彰／応募作品は祭典終了後に、中央
公民館事務室で返却します。
■問弘前市子どもの祭典実行委員会
事務局（〒 036・8356、下白銀
町 19 の４、弘前文化センター１
階中央公民館内、☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

収納課からのお知らせ

　収納率向上のため、納税促進員（非
常勤職員）５人を６月１日より採用
しています。納税促進員は、市税な
どが未納の人に対して電話や訪問に
よる納付勧奨、市税などの口座振替
推進業務を行っています。
　納税促進員からの電話連絡や訪問
があった際には、早めの納付をお願
いします。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

消防職員募集（消防職Ａ・Ｂ）

▽職種　消防職Ａ＝平成元年４月２
日～平成８年４月１日に生まれた人
／消防職Ｂ＝平成８年４月２日～平
成12年４月１日に生まれた人
▽資格　日本国籍を有し、採用時に

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。初心者
大歓迎ですので、気軽にご参加くだ
さい（見学も可）。
【書道愛好会】
▽活動日　第２・４水曜日の午前
10 時～ 11 時 50 分（変更の場合
あり）
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　漢字・かなの基礎的な練習
や、年１回の作品展出展（好きな言
葉や漢詩などを自由に表現）
▽募集人数　若干名
▽会費　月額 3,800 円（テキスト
代含む）
▽講師　肥後黄娥さん（北門書道会
理事）
【アップルレディス】
▽活動日　毎週月・木曜日の午前
10時～ 11時
▽ところ　弘前文化センター２階大
会議室（変更の場合あり）
▽内容　エアロビクス
▽講師　会津孝子さん、小野郁子さ
ん
▽募集人数　若干名（年齢不問、女
性限定）
▽会費　月額2,000円
▽持ち物　運動できる服装、室内用
シューズ、飲み物、タオル
■問電話かファクスまたはＥメー
ル（住所・氏名・電話番号を記入）
で、中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ

制度あり）
■問自動車事故対策機構青森支所（☎
青森017・739・0551）

津軽の食と産業まつり
出展者募集
▽とき　10 月 27 日～ 29 日の午
前９時半～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ターおよびエントランス広場（豊田
２丁目、運動公園内）
▽出展料　１コマ＝１万8,000円
▽共益費　屋内（主に物販・企業Ｐ
Ｒなど）…１店舗 5,000 円／屋外
テント村（主に飲食）…１店舗１万
円
※そのほか必要に応じて経費がかか
る場合があります。
■問８月 21日の正午までに、津軽の
食と産業まつり運営協議会事務局
（上鞘師町、弘前商工会議所内、☎
33・4111）へ。

各種無料相談室
弾道ミサイル攻撃を想定した
　　　避難行動訓練を実施しました
　６月23日（金）、弾道ミサイル攻撃を想定し
た初めての避難行動訓練を市役所本庁舎で実施
しました。訓練では「国民保護サイレン音」を
使用し、開庁時の避難行動を確認しました。ミ
サイルが日本に落下する可能性がある場合、「Ｊ
アラート」を通じて防災行政無線の屋外スピー
カーから国民保護サイレン音と緊急情報を流す
ほか、携帯電話にも緊急速報メールが届きます。
メッセージが流れたら直ちに右記の行動をとっ
てください。

▽屋外にいる場合　
できる限り頑丈な建物や地下に避難する。
▽建物がない場合
物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。
▽屋内にいる場合
窓から離れるか、窓のない部屋へ移動する。
※訓練動画や国民保護サイレン音は下記ＵＲＬ
から視聴することができます。
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
kurashi/kinkyu/2017-0426-1409-391.html

■問い合わせ先　防災安全課（☎40・7100）

お詫びと訂正
　広報ひろさき 7 月 15 日号の
11ページ「高齢者健康トレーニ
ング教室」内、温水プール石川教
室の利用時間が「午前９時半～午
後４時」とあるのは「午前９時半
～午後5時」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問温水プール石川教室（☎ 49・
7081）


