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消防職員募集
（消防職Ａ・Ｂ）

▼職種　消防職Ａ＝平成３年４
月２日～平成 10年４月１日に
生まれた人／消防職Ｂ＝平成
10 年４月２日～平成 14 年４
月１日に生まれた人
▼応募資格　日本国籍を有し、
採用時において弘前市、黒石市、
平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、
田舎館村、西目屋村に居住でき、
矯正視力を含み両眼で 0.7 以
上かつ一眼でそれぞれ 0.3 以
上、男性は身長おおむね 160
㎝以上、女性はおおむね 155
㎝以上の人
▼採用予定人数　９人
▼第 １ 次 試 験　９月 22 日
（日）、第一中学校（和徳町）
▼試験科目　消防職Ａ＝大学
卒業程度の教養試験／消防職
Ｂ＝高校卒業程度の教養試験
／各職種共通＝適性検査、体
力測定
▼受験申込書の提出方法　必要
事項を記入し必要書類を添え
て、８月23日（金・消印有効）
までに郵送または持参してくだ
さい（受け付けは土・日曜日、
祝日を除く午前８時 30分～午
後５時）。
※受験申込書は消防本部人材育
成課および各消防署で交付し
ているほか、弘前地区消防事
務組合ホームページ（http://
www.hirosakifd.jp/）からダ
ウンロードできます。
■問 消 防 本 部 人 材 育 成 課
（〒 036-8203、本町２の１、
☎32-5109）

ひとり親家庭等就業支援講習会

　ひとり親家庭の親または子お
よび寡婦で、全日程出席できる
人が対象です。

【パソコン講習会（個別指導）】
▼と き　９月 13 日～ 12 月
13日（全 34時間）
▼ところ　キャリアスクール
I・M・S（土手町）
▼定員　11人
【調剤薬局事務講習会】
▼と き　９月 24 日～ 10 月
31日の毎週火・木曜日
▼ところ　ニチイ学館弘前教室
（表町、アプリーズ４階）
▼定員　10人
【調理師試験準備講習会】
▼とき　９月６日（金）・９日
（月）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼定員　本年度の調理師試験を
受験する人＝４人
～共通事項～
▼受講料　無料（教材費、受験
料は自己負担）
▼申し込み方法　８月２日（金）
までに、申込書に写真（縦４㎝
×横３㎝）を貼付し、こども家
庭課（市役所１階）へ提出を。
※申込書は同課で配布。申し込
み多数の場合は抽選で決定。
■問 こ ど も 家 庭 課（ ☎ 40-
7039）

45 歳以上の人のための
転職・再就職支援

　45歳以上の人を対象に、就
職活動に関する不安などについ
て、キャリアカウンセラーがマ
ンツーマンでサポートします。
気軽にご相談ください。
▼とき　平日の午前９時～午後
４時
※完全予約制。
▼ところ　キャリアスクール
Ｉ・Ｍ・Ｓ（土手町）
▼相談料　無料
■問ネクストキャリアセンター
あ お も り（ ☎ 017-723-
6350、■Ｅ chuukounen@ims-
hirosaki.com）

中小企業退職金共済制度

　中小企業のための国の退職金
制度です。事業主の皆さんはぜ
ひご活用ください。
▼制度の特長
○掛け金の一部を国が助成
○掛け金は全額非課税
○社外積み立て型で退職金の管
理が簡単
○離転職時に他の年金制度など
に積み立て資産の持ち運びが可
能
■問勤労者退職金共済機構中小
企業退職金共済事業本部（☎
03-6907-1234）

健康づくり担当者養成研修

　県では、従業員の健康管理を
経営的視点から考え、戦略的に
実践する「健康経営®」に取
り組む県内事業所を「青森県健
康経営事業所」として認定して
います。認定に必要な研修を実
施しますのでぜひ受講してくだ
さい。
▼とき　８月 27 日（火）、午
前９時40分～午後４時30分
▼ところ　健康未来イノベー
ションセンター（在府町）
▼定員　40人（先着順）
▼参加料　3,000 円（健康弁
当付き）
▼申込期限　８月８日（木）
■問青森県医師会健やか力推進セ
ンター（☎017-763-5590）

消費税軽減税率制度説明会

▼とき　７月 30 日（火）、①
午前 10時 30 分～正午、②午
後２時～３時30分
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　消費税軽減税率制度お
よびインボイス制度の概要につ

いて／軽減税率対策補助金（複
数税率対応レジの導入等支援）
について
▼定員　各回100人
※事前の申し込みは不要。
■問弘前税務署法人課税第一部
門（☎ 32-0331〈音声案内に
従い「２」を選択してくださ
い〉）

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森
事務所が行う出張相談会です。

▼とき　８月７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など
※事前の申し込みが必要。
■問消費者信用生活協同組合青森
事務所（☎017-752-6755）

多重債務・消費生活法律相談会

　多重債務者が、債務を整理し
て生活再建に向かうための手助

けとして、弁護士が無料で相談
に応じます。また、多重債務以
外の消費生活に関する法律相談
にも応じます。
▼とき　８月 17 日（土）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階市民生活センター
▼対象　市民＝４人（先着順）
▼相談料　無料
▼申し込み受け付け　８月２日
（金）、午前８時30分～
■問市民生活センター（☎ 33-
5830）

（※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・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
教室名（希望コース）を記入の上、各申込先まで郵送を。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。各自傷害保険に加入を。詳しくは各施設等に問い合わせを。

教 室 名 と　き ところ 内　容 対象・定員 参 加 料 問い合わせ・申込先
①剣道暑中
稽古

７月22日～26日、
午前６時～８時

市民体育館（五
十石町）競技場 剣道の朝稽古 150人 無料 市民体育館

（☎36-2515）

②柔道暑中
稽古

７月24日～27日、
午前６時～７時

弘前B&G海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）武道館

柔道の朝稽古 50人 無料
弘前B&G海洋センター
（☎33-4545）

③躰道暑中
稽古

7月24日～28日、
午前６時～７時

弘前B&G海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）競技場

躰道の朝稽古 50人 無料

④夏休みか
けっこ教室

８月1日・２日・
５日・７日・８日・
９日の午後１時～
２時30分

河西体育センタ
ー（石渡１丁目）

走る、跳ぶ等の
全身運動、用具
を使用したトレ
ーニング

小学生＝
30人 無料

７月26日（金・必着）ま
でに、河西体育センター（〒
036-8316、石渡１丁目
19の１、☎38-3200）へ。
（※1）、（※2）

⑤ 2019
夏休みトモ
ロー塾

８月２日（金）、午
前９時～午後１時

津軽ダム（西目
屋村）周辺 カヌー体験 小学生＝

20人 2,000円 7月 15日（月・祝）の午
前９時から開催日の7日前
までに、岩木山総合公園（☎
83-2311、■Ｆ 83-2635、
■Ｅ info@iwakisansports
park.com）へ。
※いずれも先着順。5人に
達しない場合中止。
※無料送迎あり。申込時に
問い合わせを。

８月９日（金）、午
前９時～午後２時

岩木山総合公園
（百沢字裾野）周辺 木登り体験

小学生＝
20人 1,500円

８月 16日（金）、
午前10時～正午

岩木山総合公園
（百沢字裾野）体
育館

ユニバーサルス
ポーツ体験（ボ
ッチャ、フライ
ングディスク、
車いすバスケ）

小学生＝
20人 200円

⑥ソフトテ
ニス教室

８月３日～25日
の毎週土・日曜日
（全８回）、午前９
時～正午

河西体育センタ
ー（石渡１丁目）
テニスコート

初心者、中級者、
上級者に分かれ
て練習方法の習
得

市民（未成
年者は保護
者同伴また
は要送迎）

無料 弘前テニス協会（築舘さん、
☎090-3694-0796）

⑦市民弓道
教室

８月から３月まで
の毎週木曜日（全
35回）、午後５時
～８時

市立弓道場（笹
森町）

弓の扱い方、基
本動作、射技指
導、巻わら稽古、
的前稽古

有段者＝
10人（先
着順）

1,500円
（スポーツ
安全保険料
を含む）

7月 30日（火）までに、
弘前弓道会（棟方さん、☎
090-9747-9350）へ。

⑧ソフトバ
レーボール
体験教室

８月16日～９月
27日の毎週金曜
日（９月13日を
除く）、午前10時
～ 11時 45分

金属町体育セン
ター体育室

ボール慣れ、ゲ
ーム

市民＝12
人 無料

７月31日（水・必着）ま
でに、金属町体育センター
（〒036-8245、金属町 1
の 9、☎ 87-2482）へ。
（※1）、（※2）

各種スポーツ・体操教室


