
12 13ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.９.１５

 

 

 

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111

たは検討している女性、創業・起業
して間もない女性など
▽参加料　無料
▽申し込み方法　申し込みフォーム
（http://prt.red/b/ 起業女子）か
電話またはEメール（住所・氏名・
電話番号を記入）で申し込みを。
■問経済産業省委託事業東北起業女
子応援ネットワーク（☎会津若松
0242・23・8268、■Ｅ josei-nw
@naxia.jp）

BCP（事業継続計画）策定に
関するワークショップ
　企業には、台風などの自然災害や
事故、テロなどの予期せぬ緊急事態
などに遭遇した場合に、被害を最小
限にとどめるだけでなく、重要な中
核事業を中断させない、短時間で復
旧させる戦略的な行動計画を策定し
ておくことが重要です。
　市では、東京海上日動火災保険株
式会社（ひろさき地方創生パート
ナー企業）と連携し、事業継続計画
（BCP）策定に関するワークショッ
プを開催します。ワークショップ参
加後は個別支援を実施し、事業継続
計画を作成するまで支援します。
▽とき　10月 11日（木）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　市役所６階大会議室
▽対象　市内企業＝20社（先着順、
１社２人まで）

▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問商工政策課（☎35・1135）

首都圏地元企業合同説明会

　首都圏在住のUJI ターン希望者
や来春卒業予定の大学生を対象とし
た、地元企業合同説明会を東京都内
で開催します。市内企業への就職を
考えている知り合いや家族がいる人
は、周知のご協力をお願いします。
▽とき　９月29日（土）
　　　　午後１時～４時30分
▽ところ　ひろさき移住サポートセ
ンター東京事務所（東京都千代田区
有楽町、東京交通会館６階）
※参加企業など、詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
■問商工政策課（☎ 35・1135）／
ひろさき移住サポートセンター東
京 事 務 所（ ☎ 東 京 03・6256・
0801)

あおもり UIJ ターン
創業相談会 in 東京
　首都圏に弘前での創業・起業を検
討している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 20日（土）、①午前
10時10分～、②午後１時10分～、
③午後３時 10分～（いずれも 90
分程度）

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。

耳鼻咽喉科・眼科
10／8 代官町クリニック吉田眼科（代官町） ☎ 38・4141
28 よしだ耳鼻科・小児科（中野２） ☎ 33・2306

歯　科
10／７ あべ歯科医院（青山３） ☎ 37・3737
８ 副島歯科医院（稔町） ☎ 38・7272
14 代官町クリニック吉田歯科（代官町） ☎ 38・4142
21 安原田中歯科医院（安原３） ☎ 37・7311
28 第一ファミリー歯科（城東中央３） ☎ 28・1888
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午後２時～３時／相談会＝午後３時
～４時
▽ところ　中野集会所（中野２丁目）
▽対象　文京地区の居住者
▽参加料　無料
▽申し込み方法　相談会のみ、9月
28日までに、郵便、電話、ファク
スまたはEメール（氏名・電話番号・
相談内容・参加人数を記入）で申し
込みを（当日参加も可）。
※講座は事前の申し込みは不要。詳
しくは、文京地区の回覧板か、市ホー
ムページをご覧ください。
■問 建 築 指 導 課 空 き 家 対 策 係
（ 〒 036・8551、 上 白 銀 町
１ の １、 市 役 所 ４ 階、 ☎ 40・
0522、 ■Ｆ 39・7119、 ■Ｅ
kenchikushidou@city.hirosaki.
lg.jp）

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３日（土・祝）
▽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＝ 6,500 円／乙種
＝4,500円／丙種＝3,600円
▽受付期間　９月 25日～ 10月５
日（インターネットによる電子申請
は９月22日～ 10月２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。
▽願書配布先　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 25 日・26 日（２
日間）の午前９時 30分～午後４時
30分
▽ところ　弘前消防本部（本町）３
階大会議室
※車で来庁の際は最寄りの駐車場を
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）
▽申込先　９月 27 日～ 10 月 17
日（予防課での受け付けは平日のみ）

に、消防本部予防課または最寄りの
消防署・分署へ。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

文化グループ会員募集

【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（下白
銀町）３階工作実習室
▽内容　漢字・かなの基礎的な練習、
年１回の作品展への出展
▽講師　肥後黄娥さん（北門書道会
理事）
▽募集人数　若干名
▽会費　月額3,800円
▽申し込み方法　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）で申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

ハロートレーニング
（職業訓練）体験会
▽とき　９月 21 日（金）、午後１
時 30分～３時 30分（受け付けは
午後１時～）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　職業訓練の体験会（介護、
パソコン事務、適性検査等）、職業訓
練制度の概要説明
▽参加料　無料
※申し込み方法など詳しくは問い合
わせを。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42♯）

女性向け創業・起業
支援イベント
【はじめの一歩・キャラバン隊 in
弘前】
▽とき　10 月５日（金）、個別相
談会＝午前 11時～午後４時 30分
／講演会「自分の強みを知って自分
らしい働き方を」＝午後１時～２時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽対象　創業・起業に興味があるま

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４日・11日・18日
＝午前 11時～正午、午後３時～４
時／ 10 月 25 日＝午前 11 時～正
午、午後３時～４時、午後６時～７
時／ 10月 28 日＝午前 11 時～正
午、午後２時～３時
▽ところ　収納課（市役所２階）
▽対象　市税などを滞納している人
▽相談方法　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（１
人につき１時間まで、先着順）
▽申し込み方法　９月 28 日まで
に、電話か収納課窓口で申し込みを。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

町会担い手育成塾

【町会に世代交代は必ず来る !!】
　町会活動を実際に担っているまた
は、町会活動に関わっている 30代
から 50代までの人の実践例を紹介
し、次の担い手を取り込むための活
動や工夫について意見交換をします。
▽とき　10月 14日（日）、午後１
時30分～４時 30分
▽ところ　市役所３階会議室
▽対象　町会で活動している人、町
会に興味がある人＝50人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　10月９日までに、
電話かファクスまたはＥメール（氏
名・町会名・担い手育成について他
の町会に聞いてみたいことを記入）
で申し込みを。
■問市民協働政策課（☎ 35･1664、
■Ｆ 35･7956、■Ｅ shiminkyoudou
@city.hirosaki.lg.jp）

文京地区
空き家対策講座・個別相談会
　今年度市内 13地区で空き家対策
講座と個別相談会を開催します。第
2回目は文京地区です。空き家で悩
んでいる人、空き家問題に興味があ
る人など、どなたでもご参加くださ
い。
▽とき　10月 11日（木）、講座＝
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▽ところ　東京交通会館（東京都千
代田区有楽町）８階青森暮らしサ
ポートセンター
▽申し込み方法　10 月 16 日まで
に、所定の申込書に必要事項を記入
の上、ファクスかＥメールで申し込
みを。
※ 詳 し く は 県 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/shoko/support_
for_entrepreneurs.html） で 確
認を。
■問青森県商工労働部地域産業課創業
支援グループ（☎青森017・734・
9374、 ■Ｆ 017・734・8107、
■Ｅ chiikisangyo@pref.aomori.
lg.jp）

首都圏からの移住をサポート

　首都圏で開催される弘前市内の高
校の同窓会に職員が参加し、弘前へ
の移住に関する市の取り組みについ
て紹介しています。首都圏に同校の
知り合いがいる人は、周知のご協力
をお願いします。
【弘前高校・東京鏡ヶ丘同窓会】
▽とき　10月 20日（土）、午後１
時～４時（受け付けは正午～）
▽ところ　学士会館（東京都千代田
区神田錦町）
▽申し込み期限　10月 10日（水）
■問東京鏡ヶ丘同窓会事務局（千葉さ
ん、☎東京03・6721・7074）

▽対象　40 歳以上の市民（職場で受診できる人を除
く）＝50人（先着順）
▽料金　1,900 円（市の国保加入者は 950 円、70
歳以上の人は無料）
▽申込受付期間　９月18日～ 10月 19日
■問健康づくり推進課（弘前市保健センター内、☎
37・3750）

　総合検診車による胃・肺・大腸がん検診です。肺が
ん検診は医療機関で実施していませんので、受診をお
勧めします。
▽とき　10月 28日（日）
▽ところ　弘前市保健センター（野田２丁目）

内　科
10／７ 梅村医院（石渡１） ☎ 32・3593
14 さがらクリニック（桔梗野１） ☎ 37・2070
21 佐藤内科小児科取上医院（取上２） ☎ 33・1191
28 弘前温泉養生医院（真土） ☎ 82・3377

日曜がん検診


