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各種無料相談

名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

納税相談

①夜間納税相談
11 月 22 日（月）・24
日（水）～26日（金）・
29日（月）の午後５時
～７時30分
②休日納税相談
11月 28日（日）
午前９時～午後４時

収納課
（市役所2階）

平日の日中に納税相談ができない
人のための夜間・休日納税相談
※納期限までに納付できない事情
がある人は、未納のままにせず相
談を／休日納税相談日は電話相談
や市税などの納付もできます／特
別な理由がなく、納付および連絡
がない場合は、差し押さえ処分を
執行することもあります。

収納課（☎ 40-7032、
40-7033）

空き家の個別相
談会（相馬）

12月 3日（金）
午後６時～８時

中央公民館
相馬館（五
所 字 野 沢 ）
会議室

さまざまな空き家の問題（相続、
登記、成年後見、境界、売買等）
や有効活用に向けた相談などに専
門家（弁護士、司法書士、土地家
屋調査士、空き家相談員）が回答
※事前の申し込みが必要。

11 月 17 日（水）まで
に建築指導課空き家対策
係（☎40-0522）へ。

オールあおもり
進学相談フェア

11月９日（火）
午後２時～６時

青森県武道
館（豊田２
丁目）

高校生とその保護者を対象とした
進学相談会
※当日は、県内の大学・専修学校
等の担当者が説明をします。

青森県総務学事課学事振
興グループ（☎ 017-
734-9869）

労働相談会

① 11月２日（火）、午
後１時30分～ 3時 30
分
② 11 月 21 日（ 日 ）、
午前 10 時 30 分～午
後０時30分

青森県労働
委員会（青
森市新町２
丁目）

県内の労働者と事業主を対象とし
た労働相談会
※随時受け付け（事前予約が優先）。

青森県労働委員会事務局
（☎017-734-9832）
労働相談ダイヤル
（☎0120-610-782

　８月末現在、全国の警察から
指名手配されている者は、重要
指名手配被疑者を始めとして、
約 570 人に上っています。こ
れらの被疑者は、殺人、強盗等
の凶悪事件のほか、暴行、傷害、
窃盗、詐欺、横領などの事件に
関して指名手配されており、再
び犯行を行う恐れがあります。
警察では、特に重大な犯罪の被
疑者を選定し、11月中に全国
警察の総力を挙げて追跡捜査を
行います。
　被疑者の発見には、皆さんの

協力が必要です。よく似た人を
見掛けたなど、どんなわずかな
情報でも結構ですので警察に通
報をお願いします。
■■問問弘前警察署刑事第一課（☎
32-0111〈内線 332〉）

　労働者を１人でも雇っている
事業主（農林水産業の一部を除
く）は、労働保険（労災保険・
雇用保険）に加入する義務があ
ります。手続きを行わない場合、
職権により強制適用されること
がありますので、加入手続きは
お早めに。
○労災保険…業務災害や通勤災
害で負傷などをした場合、保険
給付を行うもの
○雇用保険…労働者が失業した

11 月は労働保険適用促進
強化期間

▼試験職種　化学職、機械職、電気職
▼試験日　令和4年 1月 30日（日）
▼試験会場　津軽広域水道企業団津軽事業部
▼採用予定人数　若干名
▼申し込み方法　令和4年 1月 11日（火・必着）
までに受験申込書に必要書類を添えて郵送か持参
で提出を。
※受け付けは、平日の午前8時30分～午後5時。

津軽広域水道企業団津軽事業部職員採用資格試験場合、生活安定と再就職促進の
ために失業給付を行うもの
■■問問弘前公共職業安定所（南富田
町、☎ 38-8609〈音声案内
21♯〉）

　詳しくは、津軽広域水道
企 業 団 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.tusui.jp/）
で確認するか、お問い合わ
せください。
■■問問津軽広域水道企業団津軽事業部総務課総務係
（〒 036-0342、黒石市大字石名坂字姥懐 2、
☎ 52-6033）

 

各種スポーツ・体操教室

（※）…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）・教室名の記入を。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。
共通事項…飲み物、汗拭きタオル、（室内の場合）室内シューズを持参し、
運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。詳しくは各施設に
確認を。

なぎなた教室

■■時時 11 月 13 日～ 3月 19 日の毎
週土曜日、午後２時～４時
■■所所弘前B&G海洋センター（八幡
町１丁目）武道館
■■内内初心者＝基礎技術、礼儀礼節の
習得／経験者＝稽古
■■定定小・中学生＝ 20人（先着順）
■■￥￥ 3,500 円（全 14 回分、保険
料含む）
■■問問弘前 B&G 海洋センター（☎
33-4545）へ。

親子でショートテニス教室

■■時時 11 月 23日（火・祝）
　午前９時～正午
■■所所岩木山総合公園（百沢字裾野）
体育館
■■内内初心者対象のスポンジボールを
使った親子テニス教室
■■定定幼児～小学生とその保護者＝
15組（先着順）
■■￥￥無料（ラケットの貸し出しあり）
■■問問事前に岩木山総合公園（☎ 83-
2311）へ。

ストレッチ体操教室

■■時時 11 月 24 日～ 1月 19 日の毎
週水曜日（12月 29日を除く）、
午前 10時 30分～ 11時 30分
■■所所市民体育館フィットネスルーム
■■内内ストレッチ体操、筋力トレーニ

ングなど
■■定定 10 人　■■￥￥無料
■■問問 11 月 10日（水・必着）までに、
往復はがき（※）で市民体育館（〒
036-8362、 五 十 石 町 7、 ☎
36-2515）へ。

体力づくり教室

■■時時① 11 月 25 日～ 1月 20 日の
毎週木曜日（12月 30日を除く）
／② 11 月 26 日～ 1月 21 日の
毎週金曜日（12月 31日を除く）、
午後 1時 30分～ 2時 30分
■■所所市民体育館フィットネスルーム
■■内内ストレッチ体操、筋力トレーニ
ング、脳トレなど
■■定定 10 人　■■￥￥無料
■■問問 11 月 10日（水・必着）までに、
往復はがき（※）市民体育館（〒
036-8362、 五 十 石 町 7、 ☎
36-2515）へ。

水泳教室（背泳ぎ）

■■時時 12月 1日～17日の毎週水・
金曜日、午前10時～11時
■■所所温水プール石川

■■内内背泳ぎの基本練習
■■定定クロールが 15ｍ以上泳げる市
民＝15人　■■￥￥無料
■■持持水着、水泳帽、ゴーグル
■■問問 11 月 15日（月・必着）までに、
往復はがき（※）で温水プール石
川（〒 036-8123、小金崎字村
元 125、☎ 49-7081）へ。

サンデーヨガ

■■時時 11 月 28 日、12 月 12 日・
26 日、1 月 23 日・30 日、2 月
6日・20日、3月 6日・20日
（いずれも日曜日）、午前 10 時
30分～ 11時 30分
■■所所弘前B&G海洋センター（八幡
町1丁目）武道館
■■内内初心者～中級者向けのリラック
ス効果のあるヨガ
■■定定 20 人
■■￥￥ 1 回 500円（保険料含む）
■■持持ヨガマット（レンタル可、1回
100円）
■■問問弘前 B&G 海洋センター（☎
33-4545）へ。

■■時時…とき　■■所所…ところ　■■内内…内容　■■定定…定員・対象　■■￥￥…参加料　■■持持…持ち物　■■問問…問い合わせ・申込先

指名手配被疑者の検挙に
ご協力を！

 

空き家・空き地バンク
登 録 物 件 募 集 中！

　空き家・空き地をお持ち
の人は気軽にご相談くださ
い。農地付きの空き家も登
録可能です。詳
しくはホームペ
ー ジ（QR コ ー
ド）で確認する
か問い合わせを。
■■問問弘前圏域空き家・空き地
バンク協議会事務局（建築
指導課内、☎40-0522）
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