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 暮らしのinformation ●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

ファイナンシャルプランナー
による無料納税相談
▽とき　12 月６日・13日・27日
＝午前 11時～正午、午後３時～４
時／ 12 月 20日＝午前 11時～正
午、午後３時～４時、午後６時～７
時／ 12 月 23日＝午前 11時～正
午、午後２時～３時
▽ところ　収納課（市役所２階）
▽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）
▽対象　市税などを滞納している人
▽申し込み方法　11 月 30 日まで
に、電話または収納課窓口で申し込
みを。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

三大地区空き家対策講座・
個別相談会
　今年度市内 13地区で開催してい
ます。地区に住んでいる人であれば
誰でも参加できますので、気軽にお
いでください。
▽とき　12 月９日（日）、講座＝
午後２時～３時／相談会＝午後３時
～４時
▽ところ　取上公民館（取上３丁目）
▽対象　三大地区の居住者
▽参加料　無料
※講座は事前の申し込みは不要。個
別相談希望者は、11 月 30 日まで
に、申し込みを（当日参加も可）。
詳しくは、三大地区の回覧板か、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（☎
40・0522）

女性のための合同企業説明会
▽とき　12月５日（水）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　①企業ブース（15社を予
定）、②ハローワークマザーズコー
ナー、③保育園相談、④福祉・保育
のお仕事相談、⑤個別相談会、⑥好
印象のビジネスメイク講座（定員＝

民生委員活動啓発セミナー
　民生委員・児童委員の活動に理解
を深めてみませんか。
▽とき　12月６日（木）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽内容　制度説明、ＤＶＤ上映、活
動報告
▽参加料　無料
■問 11 月 30 日までに、福祉政策
課（☎ 40・7037）または青森県
社会福祉協議会生活支援課（☎青森
017・723・1391）へ。

郷土文学館来館記念グッズ
（クリアファイル）販売
▽大きさ　Ａ４サイズ
▽デザイン　一戸謙三の方言詩「弘
前（シロサギ）」
▽作画　
工藤哲彦さん
▽販売価格　
１枚200円
■問 郷土文学館
（☎37・5505）

防災行政無線の試験放送

　地震や武力攻撃などの発生時に備
え、情報伝達試験を全国一斉に行い
ます。当市では防災行政無線を使っ
て試験放送をします（サイレンは鳴
りません）。今年度は計４回の試験
が予定されており、今回は第３回目
です。
▽放送日時　11月 21日（水）
　　　　　　午前11時ごろ
※気象状況等によっては中止するこ
とがあります。
■問防災安全課（☎40・7100）

高岡の森弘前藩歴史館臨時休館

　館内の展示替え作業のため、次の
期間は休館となります。
▽期間　11月 26日～ 12月６日
■問高岡の森弘前藩歴史館（☎ 83・
3110）

各回 15 人）、⑦プロによる証明写
真撮影会（定員＝ 20 人）、⑧よく
わかる！履歴書のポイント講座
▽対象　就職を希望している女性
▽参加料　無料
※⑥、⑦は予約可。
■問青森県子育て女性の就職応援事業
事務局（JMTC内、☎フリーダイヤ
ル0120・973・511）

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
校の同窓会に市職員が参加し、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。
【聖愛高校・弘前学院校友会同窓会】
▽とき　12 月１日（土）、午前 11
時 30分～午後２時 30分（受け付
けは午前11時～）
▽ところ　アルカディア市ケ谷（東
京都千代田区九段北）私学会館
▽申し込み期限　11月 26日（月）
■問弘前学院校友会事務局（安藤さん、
☎東京03・5608・8466）

青森暮らしセミナー in東京

　弘前市の相談ブースを出展しま
す。首都圏に弘前への移住を検討し
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　12月９日（日）
　　　　午後３時30分～８時
▽ところ　東京交通会館（東京都千
代田区有楽町）８階ふるさと回帰支
援センターセミナースペースＡ
■問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　12月 15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１時間30分程度。
▽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

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・教室名を記入の上、各申込先まで申し込みを。家族
や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。※２…室内用シューズの持参を。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。各自傷害保険に加入を。
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①スロージョギ
ング教室

12月1日～22日の毎週
土曜日、午後1時30分～
2時45分

金属町体育
センター

簡単なウォーミングア
ップ運動、スロージョ
ギングの走り方など

市民＝10人
程度 無料

11月25日（必着）までに、
金属町体育センター（〒
036・8245、金属町１の
９、☎87・2482）
（※ 1）（※ 2）

②はるか夢球場
ポジティブフィ
ットネス教室
（ピラティス）

12月 3日～ 3月 18日の
毎週月曜日（12月 24日、
1月 14日、2月 11日を
除く）、午後2時～ 3時

はるか夢球
場（豊田2
丁目）２階
多目的室３

体のゆがみを修正し、
筋トレとストレッチを
組み合わせた体幹運動

18歳以上の
市民＝各回
12人

1回 500
円（全
12回参
加の人は
5,500
円）

事前に、弘前市運動公園
（☎27・6411、■F 27・
6416、■E unkou@
hirosaki-taikyo.com）
へ。
※ヨガマットの持参を。

③はるか夢球場
ポジティブフィ
ットネス教室
（体引き締めヨ
ガ）

12月 4日～ 2月 26日の
毎週火曜日、午後 2時～
3時

深い呼吸と適度な筋ト
レで体の基礎代謝を上
げる運動

④はるか夢球場
ポジティブフィ
ットネス教室
（リフレッシュ
ヨガ）

12月 5日～ 2月 27日の
毎週水曜日、午前 10 時
30分～11時 30分

呼吸とストレッチでリ
ンパの流れや血行を促
進させ、緊張をリラッ
クスさせる運動

⑤いきいき体操
教室

12月12日～3月20日の
毎週水曜日、午後1時30分
～2時30分

市民体育館
（五十石町）

有酸素運動と簡単なス
トレッチ体操 市民＝12人 無料

11月25日（必着）までに、
市民体育館（〒036・
8362、五十石町７、☎
36・2515）
（※ 1）（※ 2）

⑥温水プール石
川～健康サポー
ト教室

12月 11日・18日の午
後２時～３時

温水プール
石川（小金
崎字村元）

脳の活性化プログラ
ム、シニア向けの簡単
なエアロビクスなど

65歳以上の
市民＝各25
人

無料
11月15日から、温水プ
ール石川（☎49・7081）へ。
（※２）

⑦ふれあい高齢
者グラウンド・
ゴルフ親善大会

１月26日（土）
午前９時～午後５時

克雪トレー
ニングセン
ター（豊田
２丁目）

18ホール、個人戦・
団体戦

60歳以上の
市民で構成
されたチー
ム（１チーム
６人）＝36
チーム

１チーム
2,000円

12月４日～７日に、参加
料を添えて弘前市社会福祉
協議会（古澤さん、　☎
33・1161）へ。

各種スポーツ・体操教室

ポートセンター
※ 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 12 月 11 日までに、所定の申
込書に必要事項を記入し、ファク
スかＥメールで、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）へ。

灯油などの流出事故にご注意を

　例年冬期になると、家庭や事業所
から灯油などを流出させる事故が多
く発生しています。油流出事故が発
生すると、側溝や水路を通じ、河川
に流れ出ることもあり、水道水の取
水や川の生き物など下流域全体に悪
影響を与えます。また、事故の処理
にかかった費用は、原因者が負担す

る場合もありますので、事故を未然
に防ぐためにも、次のことを心掛け
ましょう。
①燃料タンクからポリタンクなどに
小分けにするときは、最後までその
場を離れない。／②燃料タンクの配
管を除雪機などで傷つけないよう、
積雪時でも配管の位置が分かるよう
に目印を付ける。／③燃料の減り具
合が早いときや、燃料タンクの周囲
で油のにおいがするときは、油が漏
れていないか調べる。／④燃料タン
クの周りに防油堤を設ける。
　万が一、油が漏れた場合は、決し
て中和剤や洗剤などは使わずに、速
やかにご連絡ください。
■問環境管理課環境保全係（町田字筒
井、☎ 36・0677）／消防本部予
防課（☎ 32・5104）／県土整備
部河川砂防課企画・防災グループ（☎
青森 017・734・9662） ／ 中南
地域県民局地域整備部河川砂防施設
課（☎34・1283）

指名手配被疑者の検挙に
ご協力を
　平成 30 年８月末現在、全国の
警察から指名手配されている人は、
660 人に上っています。これらの
被疑者は、殺人・強盗などの凶悪事
件のほか、暴行・傷害・窃盗・詐欺・
横領などの事件に関して手配されて
おり、再び犯行を起こす恐れがあり
ます。
　警察では、11月中に全国警察の
総力を挙げて追跡捜査を行い、早期
検挙に取り組んでいます。
　指名手配被疑者の発見に向けた捜
査活動には市民の皆さんの協力が必
要です。指名手配被疑者によく似た
人を見掛けたといった情報など、ど
んなささいなことでも結構ですの
で、警察に通報してください。
■問弘前警察署刑事第一課刑事総務係
（☎32・0111〈内線 332〉）

 その他
  


