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▽作業時間　原則、午前８時～午後
５時（休憩含む。時間外勤務なし）
▽作業内容　りんご生産の農作業
▽対象　園地まで通勤可能で、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）、ＪＡ
相馬村農作業従事者無料職業紹介所
（☎84・3215）

農作業支援雇用対策事業
（スマイルアップ・ルモデル事業）
　無料職業紹介所（ハローワークな
ど）を通して新規作業員を雇用する
りんご農家に対し、研修期間の賃金
の一部を補助します。
▽条件　70歳以下の新規作業員
※これまでにこの事業を活用して雇
用した作業員、直接雇用した作業員
は対象になりません。
▽補助対象経費　①摘果／②袋掛け
／③袋はぎ／④葉取り玉回し／⑤収
穫の５作業につき、各５日間の研修
期間分の賃金（交通費は除く）
▽補助金額　２分の１以内（上限は
3,000円／日）
▽用意するもの　領収書（押印のあ
るもの）、紹介状、通帳、印鑑。また、
作業員の住所・生年月日・作業月日
をお知らせください。
▽申し込み締切　平成 30 年１月
31日
※作業員の住所が市外の場合は、運
転免許証または健康保険証などの写
しが必要です。
※必要書類は、りんご課に用意して
いますので、希望する人は連絡を。
■問りんご課（旧上下水道部庁舎１階、
☎40・7105）

危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　11 月４日・11 日（両日
受験可）
▽ところ　弘前東高等学校（川先４
丁目）
▽種類　甲種（受験資格あり）／乙
種（第１類～第６類）／丙種
※乙種・丙種は受験資格なし。
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種

＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　９月 27日～ 10月６
日（インターネットによる電子申請
は９月24日～ 10月３日）
※電子申請は消防試験研究セン
ターホームページ（https://www.
shoubo-shiken.or.jp）から。
▽願書配付先　消防本部予防課／最
寄りの消防署・分署
【事前講習会】
▽と き　10 月 26 日・27 日（２
日間）の午前９時半～午後４時半
▽ところ　弘前地区消防事務組合黒
石消防署（追子野木１丁目）２階大
会議室
※車での来庁の際は庁舎裏の駐車場
をご利用ください。
▽対象　乙種第４類の受験者のうち
受講を希望する人
▽受講料など　受講料＝ 4,500 円
（弘前地区消防防災協会加入事業所
は2,000円）／テキスト代＝1,600
円（いずれも講習初日に徴収）
▽申し込み先　９月 25日～ 10月
17日の午前８時半～午後５時（予
防課での受け付けは平日のみ）に、
消防本部予防課／最寄りの消防署・
分署へ。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

自衛隊受験相談会

　受験対象者などに対し、自衛隊受
験に関する相談・質問の受け付けの
ほか、体験試乗・装備品展示・体験
喫食（400円）を行います（予定）。
▽とき　11 月５日（日）、午前９
時半～午後２時
▽ところ　陸上自衛隊弘前駐屯地
（原ヶ平字山中）
▽対象　15 歳以上 27 歳未満の受
験対象者および保護者等
▽申込締め切り　10月 18日（水）
■問自衛隊弘前地域事務所（☎ 27・
3871）

仙台国税局事務センターを設置

　仙台国税局では、事務の一層の効
率化を図ることを目的として、平成
29年７月から「仙台国税局事務セ
ンター」を設置し、従来税務署で行っ
ている照会文書の発送や電話照会の
一部について、集中的に行っていま

 

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。

内　科
10／1 千葉胃腸科内科医院（石

渡3） ☎36・7788
８ さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
15 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 今村クリニック（松原西２）☎88・3090

耳鼻咽喉科・眼科
10／8 坂本耳鼻咽喉科医院（南

瓦ケ町）
☎33・6373

22 たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456

歯　科
10／1 梅村歯科クリニック（石渡１）☎32・7311
８ 松山歯科医院（富田３） ☎33・2020
９ 川村歯科医院（野田１） ☎32・4073
15 野村歯科医院（西川岸町）☎32・8695
22 ほくおう・歯科医院（北横町）☎33・4618
29 大町歯科医院（大町3） ☎31・7275

す。
　税務署に提出すべき書類が未提出
の場合の照会などについて、同セン
ターから文書または電話で連絡する
場合があります。問い合わせ先につ
いては照会内容によって異なります
ので、照会文書に記載の問い合わせ
先へ連絡をしてください。
■問仙台国税局事務センター（☎仙台
022・263・5741）

狂犬病予防注射・犬の登録
日程変更のお知らせ
　広報ひろさき９月１日号でお知ら
せした「秋の狂犬病予防注射・犬の
登録」について、「９月27日（水）、
つがる弘前農協和徳支店前」会場は
工事中のため、実施しないこととな
りました。
　お間違えのないようお願いしま
す。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）
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ター（〒036・8101、豊田２丁目
３の１）へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可能。応募多数の場
合は抽選で決定。
■問弘前克雪トレーニングセンター
（☎27・3274）

ヒロロで脳トレ＆ミニバランス
ボール教室
▽と き　11 月 10 日～ 12 月 22
日の毎週金曜日、午後１時半～２時
半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ミニバランスボールを使っ
たストレッチ体操・筋力トレーニン
グ。脳力トレーニングをしながらの
ストレッチ
▽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　飲み物、フェースタオル、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽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９月 30 日（必着）ま
でに、克雪トレーニングセンター
（〒036・8101、豊田２丁目３の１）
へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可能。応募多数の場
合は抽選で決定。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

「県民グランプリ」募集

　青森県社会奉仕振興会は、心身と
もに健康で明るく生き生きと暮らし
ている健康家族を推進し、住みよい
地域社会の実現を目指しています。
その実現のため、各地域で地道に暮
らしている人たちにスポットをあ
て、人生の目標となる身近な人を発
掘し、表彰します。
　広く県民に感動や勇気を与え、他
の推薦が得られる個人、家族を募集
します。
■問９月 30 日までに、郵送かファ
クスで、青森県社会奉仕振興会

（〒 030・0957、青森市蛍沢 4丁
目６の 12、田澤さん、☎兼■Ｆ青森
017・743・4107）へ。

弘前・白神アップルマラソン
開催に伴う交通規制
　10月１日（日）に、「第15回弘
前・白神アップルマラソン」を開催
します。当日は、コース上交通規制
（スタート付近は午前８時半～午後
３時）を実施しますので、ご理解と
ご協力をお願いします。
　詳細については問い合わせるか、
ホームページをご覧ください。
▽コース　消防本部南側～城西大橋
～茜橋～五代～兼平～如来瀬～西目
屋村白神館前
■問弘前・白神アップルマラソン実
行委員会事務局（克雪トレーニン
グセンター内、☎ 88・8399、■Ｈ
http://www.applemarathon.
jp/）

観光ボランティアガイド
会員募集（お試し会開催）
　現役ガイドと弘前公園を散策して
ガイドの仕事を見学しませんか。
▽とき　10月８日（日）
　　　　午前10時～正午ころ
▽集合　市立観光館（下白銀町）１
階インフォメーション前
▽対象　「津軽ひろさき検定」初級
試験合格者
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前観光ボランティアガイドの会
（弘前観光コンベンション協会内、
☎ 35・3131）

「農作業従事者」を募集

　ＪＡつがる弘前およびＪＡ相馬村
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　９月～ 11月の収穫終
了まで

秋の空手体験教室

▽とき　①５歳～小学校６年生＝
10月の毎週日曜日の午後１時半～
２時半、10月の毎週水曜日の午後
６時半～７時半／②中学生以上＝
10月の毎週月曜日の午後７時半～
８時半
▽ところ　極真会館弘前道場（大清
水２丁目）
▽内容　空手の基本と初歩的な運動
（月曜日は気功やヨガなどを取り入
れた空手）
▽参加料　無料（傷害保険は各自で
加入を）
▽持ち物　運動のできる服装、タオ
ル、飲み物
※当日会場でも受付あり。
■問極真会館青森県支部弘前道場
（池田さん、☎携帯 090・6546・
9209、 ■Ｈ http://kyokushin-
hirosaki.com）

克雪トレーニングセンター
の教室
【寝ながら骨盤＆股関節体操教室】
▽とき　11 月２日～ 12 月 21 日
の毎週木曜日（11月 23日は除く）、
午前コース＝午前 10 時～ 11 時、
午後コース＝午後１時半～２時半
▽内容　骨盤のゆがみを改善する体
操、股関節の柔軟性を高める体操、
ゴムチューブを使った寝ながら体操
▽対象　市民＝各コース８人
【お腹スッキリ！骨盤リセット体操
教室】
▽とき　11 月６日～ 12 月 18 日
の毎週月曜日、午後１時半～２時半
▽内容　いすに座ってタオルを使っ
た体操、ストレッチポールを使った
骨盤リセット体操など
▽対象　市民＝15人
～共通事項～
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）会議室
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、フェースタオル、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・希望す
る教室名を記入し９月30日（必着）
までに、弘前克雪トレーニングセン
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