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　一つの催しを１件とし、申し
込みの際は、催事名称・内容な
どを明確にしてください。また、
公共団体などの行事が予定され
ている日は使用できません。

【市民中央広場（元寺町）】
〇仮申し込みの受け付け
11 月２日～ 20 日の午前８時
30分～午後５時
※電話での仮受け付けはできま
せん。希望が重複した場合は
12 月 10 日の午前 10 時から
抽選。
〇一般受け付け　12 月 14 日
の午前８時 30 分から先着順
で、窓口または電話で受け付け
ます。
■■問問都市計画課（☎34-3219）

【市民会館（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け
11 月４日～ 20 日の午前９時
～午後５時（大ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12
月10日の午前10時から抽選。
○一般受け付け　12 月 11 日
の午前９時から先着順で、窓口
または電話で受け付け（仮申し
込み対象外の会場を含む）

令和３年度市の施設の
使用受け付け

■■問問市民会館（☎ 32-3374、第
３月曜日は休み）

【百石町展示館（百石町）】
○仮申し込みの受け付け
11 月５日～ 16 日の午前９時
～午後５時
※希望が重複した場合は 12月
３日（上半期分）・４日（下半
期分）の午前10時から抽選。
○一般受け付け　12 月 10 日
の午前９時から先着順で、窓口
で受け付けます（12 月 15 日
からは電話でも受け付け可）。
■■問問百石町展示館（☎31-7600）

【市民文化交流館（駅前町）】
○仮申し込みの受け付け
11 月３日～ 18 日の午前８時
30分～午後９時（４階ホール
のみ）
※希望が重複した場合は、12
月５日の午前10時から抽選。
○一般受け付け　４階ホールお
よび令和３年４月分の多世代交
流室の予約は、１月２日の午前
８時 30分から先着順で、窓口
または電話で受け付けます。
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154）

　年金生活者支援給付金は、公
的年金等の収入や所得額が一定
基準額以下の年金受給者の生活
を支援するために、年金に上乗
せして支給されるものです。受
け取りには請求書の提出が必要
です。案内や審査事務等は、日
本年金機構（年金事務所）が実
施します。
▼対象
○老齢基礎年金を受給し、以下
の要件をすべて満たしている人
① 65歳以上の人／②世帯員全
員の市町村民税が非課税の人／
③前年の年金収入額とその他所
得額の合計が約 88万円以下の
人

年金生活者支援給付金制度

○障害基礎年金・遺族基礎年金
を受給し、前年の所得額が約
462万円以下の人
▼請求手続き
　新たに対象となる人には、日
本年金機構から 10 月中旬頃、
請求手続きの案内が届きますの
で、同封のはがき（年金生活者
支援給付金請求書）に記入し、
早めに郵送してください。令和
３年２月１日までに請求する
と、令和２年８月分からさかの
ぼって受給できます。
　また、対象の要件を満たして
いるにもかかわらず、請求手続
きの案内が届いていない人は、
基礎年金番号を確認し、給付金
専用ダイヤルに問い合わせを。
　現在、年金生活者支援給付金
を受給しており、引き続き要件
を満たしている場合、２年目以
降の手続きは不要です。
▼その他　日本年金機構や厚生
労働省を装った不審な電話や案
内にご注意ください。日本年金
機構や厚生労働省から、口座を
聞いたり手数料などの金銭を求
めることはありません。
■■問問 給付金専用ダイヤル（☎
0570-05-1165）／弘前年金
事務所（☎ 27-1339）／国保
年金課国民年金係（☎ 40-
7048）

　自動車臨時運行許可（仮ナン
バー）申請書様式を全国統一様
式に変更します。現在の様式の
ものは、そのまま使用可能です。
詳しくは、各窓口
および市ホームペ
ージで確認を。
▼受付窓口　市民課（市役所１
階、☎ 35-1113）／岩木総合
支所民生課（☎ 82-1628）／
相馬総合支所民生課（☎ 84-

自動車臨時運行許可申請書
の様式を変更します

2111、内線 808）
■■問問市民課（☎35-1113）

　11月１日から、松木平字松
元、藤野２丁目、百沢字寺沢の
各一部に公共下水道の処理区域
が広がります。新たな処理区域
の皆さんには、下水道の接続な
どについてのお知らせを送付し
ますので、早めの水洗化にご協
力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融
資あっせん制度などがあります
ので、お問い合わせください。
■■問問上下水道部営業課給排水係
（岩木庁舎、☎55-6895）

　結婚を希望する独身男女が会
員に登録し、お見合いをする支
援をしています。
▼とき　10月 25日（日）
　　　　正午～午後４時
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室Ａ
※来場の際は新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止のため
マスクの着用をお願いするほ
か、体調に不安のある人は来場
をご遠慮ください。
■■問問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター（☎ 35-1123〈日・月
曜日、祝日を除く、午前 10時
～午後 7時〉）

　市政・時事・文化・音楽など
入門編の講座です。
▼とき　11月２日（月）～令
和３年３月 15 日（月）（全５
回）、午前10時～正午

下水道の処理区域が
広がります

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

弘前市女性大学受講生募集

▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）
▼対象　市内在住の女性
▼受講料　年 2,000 円（資料
代・通信費として）
※材料費等は実費負担（当日徴
収）。
▼申し込み方法　10 月 15 日
（木）の午前 10 時から 31 日
（土）に受講料を添えて事務局
へ（電話での申し込みは不可）。
※途中回からの受講もできます
が、受講料の軽減はありません。
希望講座のみの受講は、１講義
800 円となります。前日まで
に電話で申し込みしてくださ
い。
■■問問弘前地区女性会事務局（弘前
文化センター１階、市社会教育
協議会内、☎ 31-3010、火・
日曜日、祝日を除く午前９時～
午後５時）

　県内の大学・専修学校等から
直接話を聞いてみませんか。
▼とき　11月５日（木）
　　　　午後２時～６時
▼ところ　青森県武道館（豊田
２丁目）
▼対象　高校生とその保護者
■■問問青森県総務学事課学事振興グ
ループ（☎017-734-9869）

　創業するにあたって必要な準
備（経営・財務・人材育成・販
路開拓）と心構え、マーケティ
ング等について学ぶことができ
るセミナーです。また、今年度
から創業・起業アフターフォロ
ーセミナーを開催します。
▼とき　創業・起業サポートセ
ミナー…10月 30日、11月 6
日・13 日・20 日・27 日／創

オールあおもり進学相談フェア

創業・起業サポートセミナー、
アフターフォローセミナー開催
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業・起業アフターフォローセミ
ナー…12月４日
※時間はいずれも午後６時～８
時。
▼ところ　土手町コミュニティ
パーク1階多目的ホールＡ
▼対象　創業に興味のある人、
創業予定の人、創業後間もない
人＝20人（先着順）
▼受講料　無料
■■問問 10 月 23 日（金）までに、
電話かファクスまたはＥメール
（住所・氏名・年齢・性別・電
話番号を記入）で、ひろさきビ
ジネス支援センター（☎ 32-
0770、■■ＦＦ 32-0771、■■ＥＥ hbsc@
jongara.net）へ。

▼とき　12 月 15 日（火）～
18 日（金）の午前 10 時～午
後５時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼対象　介護現場へ就労意欲の
ある県内の人＝20人
▼受講料　無料
▼申込期限　11月 13日（金）
■■問問介護労働安定センター青森支
部（☎ 017-777-4331、■■ＨＨ
http://www.kaigo-center.
or.jp/）

　青森県最低賃金が 10月３日
から時間額 793 円に改定され
ました。青森県最低賃金は、県
内で働くすべての労働者に適用
されます。詳しくは、青森労働
局 ホ ー ム ペ ー ジ（https://
jsite.mhlw.go.jp/aomori-
roudoukyoku/home.html）
をご覧ください。
■■問問青森労働局労働基準部賃金室
（☎017-734-4114）

介護基本技術講習
受講生募集

青森県最低賃金改定
市のテレビ番組

「見学してみよう！
誘致企業体験ツアー」

　市では、新たな雇用の受け皿
確保を主な目的として、企業誘
致活動を行っています。
　今回は、誘致企業の魅力を知っ
てもらうために開催している誘
致企業体験ツアーの様子をメイ
ンに紹介します。
○放送日　10月 31日（土）
午前 10時 15分～ 10時 30分
○放送局　青森放送（RAB）


