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寿司を利用できる優待券を抽選でペ
ア８組にプレゼントします。
▽応募期間　10月３日（火）まで
▽応募方法　白神めぐみ寿司フェイ
スブックのキャンペーン投稿に「い
いね！」をして、コメント欄に「白
神めぐみ寿司優待券希望」と記入し
てください。
▽当選発表　抽選の上、当選者には
10月 6日（金）に、フェイスブッ
クに投稿されたコメントへ返信しま
す。
▽賞品　通常１人 6,000 円のとこ
ろ 2,000 円で利用できる白神めぐ
み寿司優待券２人分
※提供店のうち、実行委員会が指定
する店舗（店舗の希望はできませ
ん）。
▽賞 品 の 利 用 期 間　11 月 30 日
（木）まで
※詳細は白神めぐみ寿司ホームペー
ジ（http://shirakami-megumi.
com/）またはフェイスブック
（https://www.facebook.com/
shirakamimegumisushi/） をご
覧ください。
■問白神めぐみ寿司実行委員会事務局
（TEKUTEKU 編集部内、☎ 31・
2136）

こどものまちミニひろさきvol.3
こどもスタッフ募集
　12月 23日・24日に開催する自
分たちでつくる子どものための「こ
どものまちミニひろさき」を、どん
なまちにしたいか一緒に考えてくれ
るこどもスタッフを募集します
▽とき　10月 21日、11月４日・
18 日、12 月２日・16 日、平成
30年１月６日の午後１時半～３時
半
▽ところ　弘前大学大学会館（文京

町）ほか
▽内容　こどものまちミニひろさき
のスタッフ会議で「まち」の内容を
考えていきます
▽対象　小学校５・６年生＝20人
▽参加料　無料
▽申 し 込 み 方 法　10 月 12 日ま
でに、はがきかＥメール（住所・
氏名〈ふりがな〉・学年・電話番
号を記入）で弘前大学深作研究
室（〒 036・8560、 文京町１、
■Ｅ kodomonomachi.hirosaki@
gmail.com）へ。
■問弘前大学深作研究室（☎ 39・
3147）
※子どもゆめ基金の助成金を受けて
実施します。

法定相続情報証明制度が
始まりました
　平成 29年５月 29日から、全国
の登記所（法務局）で、各種相続手
続に利用することができる「法定相
続情報証明制度」が始まりました。
この制度は、法定相続人が誰である
のかを登記官が証明するものです。
この制度を利用することで各種相続
手続で戸籍謄本の束を何度も出し直
す必要がなくなります。
　手続先が複数ある場合、手続きが
同時に進められるなど、とても便利
な制度となっていますので、ぜひ活
用してください。
　発行に必要な書類など、詳しくは
法務局ホームページで確認、または
お問い合わせください。
　なお、相続手続で必要となる書類
は各機関で異なりますので、必要な
書類は提出先となる各機関にご確認
ください。
■問青森地方法務局弘前支局（☎
26・1150）

相続税等の個別照会

▽と き　10 月 10 日・30 日、11
月６日・20日、12月４日・18日
▽ところ　弘前税務署（本町）
▽内容　相続税、贈与税、譲渡・山
林所得および財産評価に関する個別
照会
※事前の電話予約が必要。
■問弘前税務署個人課税第１部門（☎
32・0331〈音声案内に従って「２」
を選択〉）

首都圏からの移住をサポート！
首都圏同窓会（弘前高校）
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伺い、職
員が直接移住などに関する市の施策
などについて説明しています。
　今回は、東京鏡ヶ丘会（弘前高校）
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。
▽とき　10月 21日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　学士会館（東京都千代田
区神田錦町）
▽申し込み方法　10 月 15 日まで
に、電話かファクスで氏名・連絡先
をお伝えください。
■問東京鏡ヶ丘同窓会事務局（千葉さ
ん、☎東京03・6721・7074、■Ｆ
03・6721・7254）

白神めぐみ寿司１周年記念
優待キャンペーン
　フェイスブックのアカウントを
持っている人を対象に、白神めぐみ

「有料動画サイトの未納料金が
発生」などの言葉にご注意を
　「携帯電話やパソコンにメールを
送り付ける」、「着信を残す」などの
架空請求が多く発生しています。
　「有料動画サイトの未納料金が発
生しています。本日中に連絡がない
場合、法的手続きへ移行します。未
納料金の回収を依頼されています。」
など、実在の債権回収会社と類似し
た業者名によるものが増えていま
す。
　身に覚えがなければ、絶対に連絡
をとらないようにしましょう。おか
しいなと思ったら、まずは市民生活
センターへご相談ください。
■問市民生活センター（駅前町、ヒロ
ロ３階、☎ 34・3179〈月曜日除
く午前８時半～午後５時〉）

不動産の無料相談会

▽とき　10月２日
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽内容　不動産鑑定士による土地の
評価価格や取引などに関する相談
※事前の予約は不要。
■問青森県不動産鑑定士協会（☎青森
017・752・0840）

多重債務相談窓口

▽とき　平日の午前８時半～正午、
午後１時～４時半（祝日、年末年始
は除く）
▽ところ　青森財務事務所（青森市

新町、青森合同庁舎３階）
▽相 談 専 用 電 話　☎青森 017・
774・6488）
▽内容　借金など多重債務の相談
■問青森財務事務所理財課（☎青森
017・722・1463）

精神対話士の「ほっ！と相談」

▽とき　10 月１日、11 月 19 日、
12 月 10 日の午前 10 時～午後２
時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽内容　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。
■問メンタルケア協会青森事務所
（寺山さん、☎携帯 090・7793・
8595）

くらしとお金の安心相談会

▽とき　10月４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ついて
※事前の電話予約が必要。
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

ファイナンシャルプランナー
による無料納税相談
▽とき　10月 5日・12 日・19 日・
26 日の午前 10 時～ 11 時、午後
２時～３時（19日は午後６時～７
時も受け付けます）
※１人１時間まで、先着順、事前の
電話予約が必要。

▽ところ　収納課（市役所新庁舎２
階）
▽内容　ファイナンシャルプラン
ナー（家計や経営の収支・返済計画
を見直し、総合的な診断とアドバイ
スを行う専門家）が個別に対応しま
す
▽対象　市税などを滞納している人
■問９月 29 日までに、収納課（☎
40・7032、40・7033）へ。

今先生の無料健康相談

▽とき　10 月７日・21 日の午後
１時～４時（時間指定不可）
▽ところ　健康広場相談室（駅前町、
ヒロロ３階）
▽内容　からだのことなどで気にな
ることや、健康広場のセルフチェック
コーナーの計測結果についての相談
※事前の電話予約が必要。
■問健康広場（☎35・0157）

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　　  174,366 人　   （－ 141）
　男　　 　  79,960 人　   （－  50）
　女　　　   94,406 人　   （－  91）
・世帯数 　  71,699 世帯   （+  18）
　　平成 29年８月１日現在（推計）

有 料 広 告

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　当市は、ごみの排出量が全国と比べ多い状況です。このごみを減らすために取り
組んでいる３つのＲ（リデュース・リユース・リサイクル）などを紹介します。
○放送日　９月16日（土）、午前11時半～ 11時 45分
○放送局　青森朝日放送（ＡＢＡ）
■問い合わせ先　広聴広報課（☎35・1194）

「ごみの減量化・資源化に全力！」～みんなで取り組む「３Ｒ」～

お詫びと訂正

　広報ひろさき９月１日号の２
ページ「今号の表紙+１枚」内、
「みどり保育園（御幸町）」とある
のは「みどり保育園（吉野町）」
の誤りでした。
■問広聴広報課（☎35・1194）
　また、15ページ「プラネタリ
ウム」内、９月 21日の投影日程
が「一般投影を午前 10 時半～、
午後１時半～、午後３時～の３回
投影」とあるのは「一般投影を午
後１時半～、午後３時～の２回投
影」の誤りでした。
■問中央公民館（☎33・6561）　
　お詫びして訂正します。 
 

 無料相談


