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を見て選んだ人と１対１でお見合い
をする支援をしています。お見合い
をお手伝いする出愛サポーターも随
時募集しています。
▽とき　１月28日（日）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室D
■問ひろさき広域出愛サポートセン
ター事務局（☎35・1123）

弘前で働く×暮らす
U・J・I ターン就職セミナー
～農業編～

　実際に弘前へＵターンし、働いて
いる人が自身の転職活動の経験や弘
前での働きがいをお話しします。
▽とき　１月28日（日）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　移住・交流情報ガーデン
（東京都中央区京橋１丁目）
■問 1 月 26 日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（氏名・連絡先
を記入）で、ひろさき移住サポート
センター東京事務所（☎東京 03・
6256・0801、 ■Ｆ 03・6256・
0802、 ■Ｅ hif-tokyo ＠ city.
hirosaki.lg.jp）へ。

河西体育センター
室内温水プール臨時休業
　室内温水プールのプールトイレ改
修工事および施設・設備のメンテナ
ンスを実施します。
▽休業期間　２月１日～28日
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

青森県特定（産業別）
最低賃金改正 
【使用者も労働者も必ずチェック！】
　青森県特定（産業別）最低賃金
が12月21日から改正されました。
金額などは次のとおりです。
①鉄鋼業＝時間額 855 円（改正前
835円）／②電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、情報通信
機械器具製造業＝時間額785円（改
正前 765 円）／③各種商品小売業
＝時間額 777 円（改正前 758 円）
／④自動車小売業＝時間額 817 円
（改正前798円）

　なお、県内で働くすべての使用者
と労働者に適用される「青森県最
低賃金」は 10月６日から、時間額
738円（改正前 716円）に改正さ
れています。
　詳しくは青森労働局ホームページ
でご確認を。
■問青森労働局賃金室（青森市新町
2 丁目、☎青森 017･734･4114、
■Ｈ http://aomori-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/）

平成 30 年度県立弘前高等
技術専門校入校生募集
▽募集科と定員　造園科＝ 15人／
配管科＝20人 
▽訓練期間　４月～平成 31年３月
（１年間）
▽応募資格　職業に必要な技能と知
識を習得したい人
▽試験日　２月15日（木）
▽試験科目　作文および面接
▽応募方法　２月７日までに、弘前
公共職業安定所（南富田町）にある
願書に記入し、同所に提出を。
■問県立弘前高等技術専門校（緑ヶ丘
１丁目、☎32・6805）

平成 30 年度県立障害者
職業訓練校入校生募集
▽募集科と定員　デジタルデザイン
科・ＯＡ事務科（身体障がい者対象）
＝各 15人／作業実務科（知的障が
い者対象）＝ 10 人
▽訓練期間　４月～平成 31年３月
（１年間）
▽応募資格　障がいが安定し、体力
的、精神的に１年間の訓練に耐えら
れ、就職を希望する人で、集団生活
に支障がなく、職業的自立が見込ま
れる人
▽試験日　２月16日（金）
▽応募方法　２月７日までに、弘前
公共職業安定所（南富田町）にある
願書に記入し、同所に提出を。
■問県立障害者職業訓練校（緑ヶ丘１
丁目、☎ 36・6882）

水道管の凍結にご注意

～真冬はこまめに水道の水抜きを～
　今年も冬の季節がやってきまし
た。この時期に気を付けたいのが水

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝２月 19日～ 22日／大型特殊
自動車運転免許証保有者（カタピラ
限定無し）＝２月19日・20日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝弘果弘前中
央青果・第三売場（末広１丁目）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）／②申請時に失
業中でハローワークに登録をして求
職している 35歳以上の人／③出稼
労働者手帳を所持している 18歳以
上の人
▽定員　各10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円、大型特殊自動車運転
免許証保有者（カタピラ限定無し）
＝4,000円
（どちらも別途テキスト代1,620円
が必要）
▽申込期間　１月30日～２月６日
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証かハローワークカードまたは
出稼労働者手帳（有効期限内のも
の）、自動車運転免許証を持参して
ください。なお、代理人による申請
はできません。
■問商工政策課（☎35・1135）

１月26日は「文化財防火デー」
　大切な文化財を火災などの災害か
ら守るため、次の日程で消防訓練を
行います。訓練の際、消防車がサイ
レンを鳴らして走りますが、火災と
間違わないようご注意ください。
▽とき　１月26日（金）
　　　　午前10時～
▽ところ　弘前城天守（弘前公園内）
■問文化財課（☎82・1642）

ひろさき広域出愛サポート
センター１月休日登録会
　結婚を希望する独身男女が会員に
登録し、写真やプロフィール（匿名）

道管の凍結です。
　冬は、気温の低下により水道管の
凍結や破裂が予想されます。－４℃
以下になると、水道管が凍結し、破
裂することがありますので、こまめ
に水道の水抜きを行いましょう。ま
た、最近では電動の水抜き栓を設置
している家庭が増加していますが、
事前に使用方法を確認、誤操作に注
意し水抜きを行うようお願いしま
す。
　水道管が凍
結 ま た は 破
裂し、自分で
解氷できない
場 合 は、 早
めに市の指定
給水装置工事
事業者、また
は弘前管工事業協同組合（☎ 55・
6895）へ依頼してください。
■問上下水道部総務課給排水係（☎
55・6895）

津軽広域水道企業団
入札参加者申請受付
　平成 30・31 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 30年８月１日～
平成32年７月 31日の２年間
▽受付期限　２月28日
▽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）

栄養士（日々雇用）の募集

▽業務内容　市の健康づくり事業で
の栄養相談や栄養に関する講話・調
理実習
▽募集人数　２人　
▽勤務期間　４月１日～平成 31年
３月 31日（更新あり）
▽勤務日数　月５日程度
▽勤務時間　午前８時半～午後４時
のうち実働５時間程度
▽勤務場所　弘前市保健センターほか
▽応募資格　栄養士の資格があるお
おむね60歳までの人
▽選考方法　書類選考、面接
▽申込方法　１月 31日までに、市
販の履歴書に必要事項を記入し、事
前に電話連絡の上、健康づくり推進
課（弘前市保健センター内）へ持参
してください　
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

 その他
  

　市民手作りのお祭り「弘前城雪燈籠まつり」の期間
中、弘前公園北の郭（くるわ）で開催される「弘前雪明
り」の運営ボランティアを募集します。園内を飾る、ろ
うそくのほのかな明かりをあなたの手でともしてみませ
んか。
▽日程と内容　２月９日～12日
・昼の部（午後１時～５時）＝ろうそくを入れるカッ
プへの雪詰めおよびカップの会場内への設置など
・夜の部（午後４時～９時半）＝ろうそくを入れるカッ
プへの雪詰め、ろうそくの点火、来場者へのカップの
配布、終了後のカップの回収など
▽その他　謝礼や交通費、食事の支給・提供はありま
せんが、弘前城無料入園券を１枚進呈します／屋外で
の作業のため、防寒対策を忘れずに。

　弘前城雪燈籠まつりに先立って、雪燈籠制作の
ワークショップを行います。「雪燈籠を作ってみた
いけど、作り方が分からない」という人は、この機
会に雪燈籠を作ってみませんか。
▽とき　２月３日・４日の午後１時～４時
▽ところ　弘前公園
▽内容　市職員がサ
ポートしながら、５人
で１基の雪燈籠を制作
します。
※２日間で１基を制作
する予定ですが、いず
れか１日のみの参加も可能です。
▽対象　市民、今年の雪燈籠まつりでの雪燈籠制作
新規申し込み団体＝15人程度
※制作はのこぎりなどを使いますので、小学生以下
は保護者同伴で参加してください。
▽その他　制作用の道具は市で用意しますが、屋外
での作業となりますので、防寒具・手袋・長靴は各
自で準備してください／弘前公園には駐車場があり
ませんので、あらかじめご了承ください。

■問い合わせ・申込先　ともに、１月30日までに、観光政策課（☎35・1128）へ。

弘前雪燈籠まつり「弘前雪明り」
ボランティア募集

雪燈籠制作ワークショップ
参加者募集

「弘前城雪燈籠まつり」がまもなくやってきます


