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漏水調査を実施

　上下水道部では、12月末ま
での間、市内全域を対象にした
漏水調査を行います。身分証明
書および腕章などを携行した委
託業者や市職員が、各家庭の敷
地内に取り付けられているメー
ターや止水栓から漏水音を聴く
調査を行うため、敷地内へ立ち
入ることがあります。ご協力を
お願いします。
▼調査時間　午前８時 30分～
午後５時／午後９時～午前６時
■■問問上水道施設課（☎88-8929）

求人説明会・ミニ面接会

　市内企業の人事担当者が、仕
事内容などを生の声でお伝えし
ます。求職中であれば、誰でも
無料で参加でき、面接も可能で
す。
▼とき　７月 22 日（水）、午
後１時 30分～４時 30分（受
け付けは午後１時～）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
▼定員　10人程度
▼参加企業数　２社以上（予定）
▼その他　ハローワークに未登
録の人も参加可。雇用保険受給
者は求職活動実績の対象になる
ため、雇用保険受給資格者証の
持参を。参加企業は、青森労働
局または市ホームページでご確
認ください。
■■問問 I・M・S（弘前就労支援セ
ンター内、駅前町、ヒロロ３階、
☎55-5608）

危険物取扱者保安講習

　危険物取扱者免状の交付を受
け、現在危険物の製造所や貯蔵
所および取扱所で危険物の取り
扱い作業に従事している危険物

お詫びと訂正
　広報ひろさき６月 15日号の 10ページに掲
載の「武家住宅で『日本むかしばなし こども
おりがみ』」内、公開武家住宅旧伊東家のEメ
ールアドレスに誤りがありました。正しくは、
「nakachoudenken@gmail.com」です。
　お詫びして訂正します。
■■問問市民協働課（☎40-7108）

取扱者、または危険物の取り扱
い作業に従事していなかった者
が、新たに従事することとなっ
た場合は、定められた期限内に
保安講習を受講してください。
▼とき　９月 10 日（木）、①
給油取扱所関係＝午前９時 30
分～午後０時 30分／②一般取
扱所関係＝午後１時 30分～４
時 30分
▼ところ　弘前パークホテル
（土手町）４階「ラ・メェラ」
▼種別　①給油取扱所関係＝給
油取扱所における危険物取り扱
い作業の従事者／②一般取扱所
関係＝①を除く危険物施設にお
ける危険物取り扱い作業の従事
者
▼受講期限　免状交付日または
前回講習日以後の最初の４月１
日から３年以内／新たに危険物
取り扱い作業に従事することと
なった日から１年以内
▼受講料　4,700 円（青森県
収入証紙）
▼申込期間　７月 27 日（月）
～８月４日（火）
※申請書は消防本部予防課（本
町）および管内の消防署・分署
で配布しています。
■■問問 弘前消防本部予防課（☎
32-5104）

労働保険年度更新期間が８月
31 日まで延長となりました

　労働保険の年度更新手続き
（平成 31 年度確定保険料と令
和２年度概算保険料の申告・納
付手続きのことをいいます）の
期間は、新型コロナウイルス感
染症の影響を踏まえ、６月１日
～８月 31日に延長となりまし
た。申告手続きは、郵送または
電子申請によりお願いします。
■■問問青森労働局総務部労働保険徴
収室（青森市新町２丁目、☎
017-734-4145）

戦没者遺児の皆さんへ

　日本遺族会では、先の大戦
で父などを亡くした遺児を対
象に、父などが戦没した旧戦
地（東南アジア・中国など）を
訪れて慰霊追悼を行うととも
に、現地の人との友好親善を
深めることを目的に、「戦没者
遺児による慰霊友好親善事業」
を実施しており、参加者を募
集しています。詳しい日程や
訪問地、申し込み方法につい
ては問い合わせを。
■■問問日本遺族会事務局（☎ 03-
3261-5521）

東北一斉 B 型肝炎訴訟
無料電話相談会

　B型肝炎訴訟についての弁護
士による無料電話相談です。
▼とき　７月11日（土）
　　　　午前10時～午後６時
▼相談用電話番号　022-224-
7622／ 022-224-7623
▼対象　B型肝炎患者またはそ
の家族（患者が亡くなっている
場合は、その相続人）
※事前の予約は不要。
■■問問 B 型肝炎被害対策東北弁護
団事務局（小野寺友宏法律事務
所内、☎0120-76-0152）

ひまわりほっと法律相談会
～中小企業を弁護士が応援
します！～

　中小企業に関する無料電話法
律相談会です。
▼とき　７月20日（月）
　　　　午後１時～３時
▼相談用電話番号　017-763-
4670
※事前の予約は不要。
■■問問青森県弁護士会事務局（☎
017-777-7285）

 各種スポーツ・体操教室
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ゆったりヨガ
教室

７月 16 日（木）・
30 日（木）の午
後２時～３時

温水プール石
川（小金崎字
村元）研修室

初心者や高齢
者にもやさし
いヨガ

65 歳以上の市
民＝各回 12 人

（先着順）
無料

７月５日（日）から、
温水プール石川

（☎ 49-7081）へ。
②いやしのフラ
ダンス教室

７月 17 日（金）・
31 日（金）の午
前 10 時～ 11 時

下半身に効
く、高齢者向
けのやさしい
フラダンス

65 歳以上の市
民＝各回 12 人

（先着順）
無料

③夏休みかけっ
こ教室

７月27日・29日・
31 日、８月３日・
５日・６日・７日
の午後１時 30 分
～３時

河西体育セン
ター

走る、跳ぶな
どの全身運
動、用具を使
用したトレー
ニング

小学生＝ 20 人 無料

７月 14 日（火・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）

④一般初級バド
ミントン教室

７月 29 日～９月
23 日の毎週水曜
日（８月 12 日を
除く）、午前 10
時～ 11 時 30 分

岩木Ｂ＆Ｇ海
洋センター

（八幡町１丁
目）

ラケットの持
ち方からゲー
ムまで

市民＝ 15 人 無料

７月 15 日（水・必着）
までに、岩木Ｂ＆Ｇ海
洋センター（〒 036-
1332、兼平字猿沢
32 の 11、☎ 82-
5700）へ。

（※１）、（※２）

⑤ゆったり体力
UP ストレッチ
体操教室

７月 30 日～９月
24 日の毎週木曜
日（８月 13 日を
除く）、午後１時
30 分～２時 30
分

市民体育館フ
ィットネスル
ーム（五十石
町）

ストレッチ体
操や簡単な筋
トレなど、自
宅でできるト
レーニングの
紹介

市民＝ 12 人 無料

７月 15 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）

⑥初心者硬式テ
ニス教室

８月７日（金）・
21 日（金）の午
後７時 30 分～９
時
※小雨決行。 運動公園（豊

田２丁目）庭
球場

硬式テニスの
基本（ストロ
ーク、サーブ
など）

大学生以上＝
10 人程度

500 円
（保険料
として）

リベロスポーツクラブ
事務局（☎ 55-5143）
へ。

⑦市民ソフトテ
ニス講習会

８月～ 10 月の毎
週火曜日（９月
22 日を除く、全
12 回）、午前 10
時～正午

テニスの基
本、ゲーム、
ルール

市民＝ 10 人以
内

9,000
円（全
12回分）

弘前ソフトテニス協会
（丹藤さん、☎ 090-
1939-6891）へ。

（※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。詳しい持ち物などは各施設に確認を。

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


