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ド）を開設しました。高校生や
大学生、Ｕターン希望者など、
市内企業への就職を検討してい
る人は、ぜひご覧ください。

【オンライン企業見学会】
　自宅にいながら企
業を見学できる、オ
ンライン企業見学会
を開催します。
▼とき　９月30日（木）
　　　　午後１時～５時
▼参加料　無料
▼申込期限　９月23日（木・祝）
　申し込み方法など、詳しくは
ホームページをご覧ください。
■■問問 I・M・S（土手町、☎ 32-
5801、■■ＨＨ https://hirosaki-
corporate-appeal.jp/）

　総合検診車による胃・肺・大
腸がん検診を実施します。肺が
ん検診は医療機関で実施してい
ませんので、ぜひこの機会に受
診してください。
▼とき　10月 24日（日）、午
前７時～８時30分（受け付け）
▼ところ　弘前市保健センター
（野田２丁目）
▼対象　40歳以上の市民（職
場で受診できる人を除く）＝
50人程度（先着順）
▼料金　胃がん検診＝ 1,500
円、肺がん検診＝ 400 円、大
腸がん検診＝ 500 円（市の国
保加入者はそれぞれ半額、70
歳以上の人は無料）
■■問問９月 15 日（水）～ 10 月
８日（金）に、健康増進課
（弘前市保健センター内、☎
37-3750）へ申し込みを。

日曜がん検診

　創業に必要な
準備（経営・財
務・人材育成・
販路開拓）と心
構え、創業後も
役立つマーケティングなどにつ
いて学ぶことができる創業・起
業サポートセミナーです。併せ
て、創業・起業した人を対象と
した創業・起業アフターフォ
ローセミナーも開催します。
▼とき　創業・起業サポートセ
ミナー…① 10 月１日、② 10
月８日、③ 10 月 15 日、④
10月22日、⑤10月29日（い
ずれか１日に参加）／創業・起
業アフターフォローセミナー…
11月５日
※いずれも金曜日の午後６時～
８時／新型コロナウイルス感染
症の感染状況により、オンライ
ン開催となる場合があります。
▼ところ　土手町コミュニティ
パーク１階多目的ホールＡ
▼定員　各日20人（先着順）
▼受講料　無料
■■問問 ９月 24 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）へ申し
込みを。

　弘前市で働きたい人向けに、
当市の魅力ある企
業を３分程度の動
画で紹介するホー
ムページ（QRコー

創業・起業サポートセミナー
アフターフォローセミナー

市内企業の情報をいつでも
どこでもチェックできる
ホームページができました！

　総務省統計
局で行う社会
生活基本調査
は、皆さんが
１日のうちどのくらいの時間を
仕事、家事、地域での活動など
に費やしているか、過去１年間
の自由時間にどのような活動を
行ったかなどについて調査し、
仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）の推進、少子
高齢化対策などの政策に必要な
基礎資料を得ることを目的とし
て実施します。
▼調査対象　全国から無作為に
選ばれた約９万1,000世帯（当
市は約 220 世帯）で、その世
帯に普段住んでいる 10歳以上
の世帯員
　10月上旬から中旬にかけて、
調査員が対象の世帯に伺います
ので、調査の趣旨を理解の上、
回答をお願いします。
■■問問青森県企画政策部統計分析
課人口労働統計グループ（☎
017-734-9169）／広聴広報
課（☎40-7016）

　全国の都市
交通の特性や
経年変化を把
握するため、
国土交通省では弘前市をはじめ
とする全国 70 市と協力して、
人の動きに関する交通実態調査
を実施します。
　この調査は、皆さんが日頃の
生活の中で、自動車、バス、鉄
道などを利用してどのように移
動しているかについて調査する
もので、今後の都市交通施策検

令和３年社会生活基本調査に
ご協力を

全国都市交通特性調査に
ご協力を

討の基礎資料を得るために行う
ものです。
▼調査対象　市内から無作為に
抽出した約2,500世帯
▼調査方法　対象の家庭に調査
票を郵送し、記入後に返送して
いただきます。
▼調査内容　平日・休日のある
１日に、「どんな目的でどこに
移動したか」など
■■問問調査実施本部（国土交通省東
北地方整備局広域計画課内、☎
0120-733-773〈フリーダイ
ヤル〉、受け付けは午前９時～
午後６時〈日曜日・祝日を除く〉）

【全国一斉　子どものための養
育費相談会】
　全国青年司法書士
協議会と共催で、養
育費に関する無料電
話相談会を開催しま
す。事前予約は不要です。
▼とき　９月25日（土）
　　　　午前10時～午後４時
▼相談用電話番号　☎ 0120-
567-301（フリーダイヤル）

【司法書士無料法律電話相談会】
　日常生活での困
りごとや法律上の
悩みについて、司
法書士が電話相談に応じます。
▼とき　10月２日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▼相談用電話番号　☎ 017-
752-0440（当日のみ使用可）
▼相談内容　相続・登記・成年
後見・多重債務・裁判所提出書
類作成など
■■問問青森県司法書士会（☎ 017-
776-8398）

　公証人は、法務大臣の任命を
受けて、地域住民の財産や生活

青森県司法書士会の相談会

10 月１日～７日は公証週間

を守り、トラブルを未然に防ぐ
ために次の業務をしています。
手数料は法令により定められて
いますので、安心して利用でき
ます。公証事務に関する相談は
無料で行っていますので、ご相
談ください。
▼業務内容　
公正証書で契
約書を作り、
大切な財産を
守ります／公正証書で遺言書を
作り、大切な人に遺産を譲りま
す／公正証書で養育費の給付契
約書を作り、子どもの将来を守
ります／任意後見契約書を作
り、老後の安心を確保します／
会社等を設立するための定款を
認証します／私署証書に確定日
付印を押なつし、文書の存在を
証明します
■■問問弘前公証役場（公証人・小山
さん、駅前２丁目、弘前第一生
命ビル７階、☎ 34-3084）

　NHK青森放
送局と市では、
ラジオ番組「真
打ち競演」の
公開収録を実
施します。ベテラン芸人による
落語・漫才・漫談の至芸をお楽
しみください。
▼とき　11月 10日（水）、午
後５時 50分開演（開場は午後
５時、終演予定は午後８時）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼出演　パックンマックン（漫
才）、ぴろき（ウクレレ漫談）、

NHK ラジオ番組「真打ち競
演」公開収録の観覧者募集

三遊亭歌武蔵（落
語）、柳亭こみち
（落語）、古今亭志
ん輔（落語）、U
字工事（漫才）
▼放送予定日　令和４年１月
８日（土）・15日（土）、午前
10 時５分～ 10 時 55 分（ラ
ジオ第１〈全国〉・国際放送）
▼観覧料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　10 月 18 日
（月・必着）までに、往復はが
き（私製を除く）に、郵便番号・
住所・氏名・電話番号を明記の
上、NHK青森放送局「真打ち
競演」係（〒 030-8633〈住
所不要〉）へ郵送を。
※応募多数の場合は抽選の上、
当選者には入場整理券（２人ま
で入場可）を、落選者には落選
通知を、10 月 26 日（火）頃
に発送予定／入場整理券で座席
の指定をします／年齢が１歳以
上から入場整理券が必要／記入
に不備があった場合は無効／イ
ンターネット等での入場整理券
の売買は固くお断りします／転
売目的の申し込みと判明した場
合は抽選対象外とします。
▼その他　応募の際にいただい
た情報は、抽選結果の連絡のほ
か、NHKでは受信契約者との
照合、受信料のお願いに使用す
ることがあります。新型コロナ
ウイルスの感染状況、荒天など
の影響により公演を中止する場
合がありますが、その場合、他
の公演への振替はありませんの
でご了承ください。また、出演
者や演出など番組内容を変更す
る場合があります。そのほか、
観覧できる人の地域を一部制限
する場合があります。
■■問問 NHK青森放送局（☎ 017-
774-5111〈平日の午前９時
30 分～午後６時〉）／文化振
興課（☎40-7015）


