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●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

▼とき　11月 23日㈬㈷
　　　　午前10時～午後２時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室１
▼内容　健康相談、痛みやけが
の相談、柔道整復師の活動紹介
▼参加料　無料
■■問問 安井整骨院（☎ 34-1424、
平日の午前9時～正午）

【SNS・ 動 画 を 活 用
して効果 UP!!】
▼ と き　12 月 9 日
㈮、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
※ Zoomでのオンライン参加
も可。
▼対象　創業予定の人、創業後
間もない人＝20人（会場参加）
※オンライン参加は無制限。

弘前地区柔道整復師会
あなたの街の整骨院・接骨院

広告宣伝強化セミナー

　eLTAX（エルタックス）は、
地方税における手続きを、イン
ターネットを利用して電子的に
行うシステムで、次のようなメ
リットがあります。
〇手続きは自宅やオフィスから
可能
〇複数の地方公共団体にまとめ
て一度に送信が可能
〇 eLTAXのサービスは無料
　給与支払報告書・源泉徴収
票を一括して、eLTAX で一
元的に送信することもできま
す。eLTAX の利用開始や具
体的な利用方法等に関する
詳細は、eLTAX ホームペー
ジ （https://www.eltax.lta.
go.jp/）をご覧ください。
■■問問 不明な点は、eLTAX ホー
ムページの「よくあるご質問
（https://eltax.custhelp.
com/）」で確認するか、「お問
い合わせフォーム」のご利用を。

給与支払報告書の提出は
便利な eLTAX で！

▼受講料　無料
▼申し込み方法　12
月 2日㈮までに、申
し込みフォーム（QRコード）
または電話で申し込みを。
■■問問県信用保証協会創業・経営支
援課（☎017-723-1356）

　県では、県内の「あおもり飲
食店感染防止対策認証制度」の
認証を受けた飲食店（認証店）
を対象に、飲食代 1,000 円１
口から応募できる、食事券が当
たるキャンペーンを実施してい
ます。
▼応募方法　認証店で配布され
る応募用紙を使用し、郵送また
はWebで応募
▼応募締切　１月４日㈬
※キャンペーン参加店も１月
20日㈮まで募集しています。
　詳細はホームペー
ジ（QR コード）を
ご覧ください。

あおもり安心飲食店応援
キャンペーン「つなぐる」

たスカイプ（インターネットによ
るテレビ電話）での面談ができま
す（７日前までに要予約）。
■■問問 I・M・S（弘前就労支援センタ
ー内、ヒロロ３階、☎ 55-5608、
■Ｆ 55-5607）

労働相談会労働相談会
　個々の労働者と事業主との間に
生じたトラブルを解決するため、
無料の相談会を開催します。
▼とき　12 月６日㈫、午後１時
30 分～３時 30 分／ 12 月 18 日
㈰、午前 10 時 30 分～午後０時
30 分
▼ところ　県労働委員会（青森市新
町２丁目）
▼対象　県内の労働者、事業主
※随時受け付け／事前予約を優先。
■■問問 県労働委員会事務局（☎ 017-
734-9832、■Ｆ 017-734-8311、

就労に関するお知らせ

求人説明会・ミニ面接会求人説明会・ミニ面接会
　市内企業の人事担当者が出席しま
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　12 月５日㈪・21日㈬、午
後１時 30 分～４時 30 分（受け付
けは午後１時から）
▼ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▼定員　20 人程度
▼参加企業数　３社以上（予定）
■■申申申込書をファクスか窓口へ提出
※電話での申し込みも可／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確認
を／ UJI ターン求職者を対象とし

労働相談ダイヤル☎ 0120-610-
782）

在職者向けの講習会在職者向けの講習会
【配管技能検定（学科・実技）試験
対策講習】
▼とき　１月 11日㈬～ 13 日㈮の
午前９時～午後４時（休憩１時間）
▼ところ　弘前高等技術専門校
▼定員　10 人
▼受講料　1,600 円
■■申申 12 月 12 日（月・必着）までに
電話で申し込むか、郵送またはファク
スで申込書（ホームページでダウンロ
ード可）を提出。詳しくはホームペー
ジ（https://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/job/hi-gisen_
zaishokusha.html）で確認を。
■■問問 弘前高等技術専門校（〒 036-
8253、緑ケ丘１丁目９の１、☎ 32-
6805、■Ｆ 35-5104）

　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）

【体験入学】
▼とき　12月 17 日㈯、午前
９時～11時 30分
▼対象　聖愛中学校受験を考え
る小学生（学年問わず）とその
保護者
▼内容　ハンドベル体験、体験
授業（短歌甲子園体験会「短歌
バトルをしよう」）

弘前学院聖愛中学校の
体験入学と入学試験について

■■問問 つなぐる事務局（☎ 017-
752-8310）

　８月末現在、全
国の警察から指名
手配されている人は、重要指名
手配被疑者をはじめとして、約
530 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。

指名手配被疑者の
検挙にご協力を！

▼申し込み方法　電
話またはホームペー
ジ、公式 LINEで申
し込みを。

【入学試験】
▼願書受付期間　
12 月 24 日 ㈯ ～
28日㈬と１月５日
㈭～ 11 日㈬の午前９時～午
後４時
※日曜日・祝日を除く。土曜日
は午後１時まで。
▼試験日　１月14日㈯
▼合格発表　１月18日㈬
▼選考方法　通知表、筆記試験
（国語、算数、総合問題）と面
接の結果に基づき総合的に判断
■■問問弘前学院聖愛中学校（原ケ平
字山元、☎87-1411、■■ＥＥ jimu
@seiai.ed.jp）

 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サンデー
ヨガ

12 月４日・18 日、１月
15 日・29 日、２月５日・
19 日、３月５日・19 日（い
ずれも日曜日）、午前 10
時 30 分～ 11 時 30 分

弘 前 B&G
海洋センタ
ー（八幡町）
武道館

初心者～中級
者向けのリラ
ックス効果が
あるヨガ

一 般 ＝ 各 回
20 人

１回 500 円
（傷害保険料
を含む）

申 し 込 み フ ォ ー ム
（QR コード）
または弘前 B
&G 海洋セン
タ ー（ ☎ 33-4545）
へ。（※１）

②はるか夢
球場ポジテ
ィブフィッ
トネス教室

❶ 12 月５日～３月 13 日
（１月２日・９日、２月６
日を除く）の毎週月曜日
❷ 12 月７日～３月８日

（１月４日・11 日を除く）
の毎週水曜日
❸ 12 月２日～３月 10 日

（12 月 30 日、１月６日、
２月３日を除く）の毎週
金曜日
午前 10 時 30 分～ 11 時
30 分（それぞれ全 12 回）

運動公園は
るか夢球場

（豊田２丁
目）２階多
目的室３

❶ピラティス
❷深い呼吸で
ヨガストレッ
チ
❸ココロもカ
ラダもゆるむ
ヨガ

18 歳以上＝
各回 10 人

１回 500 円
（傷害保険料
を含む）
全 12 回 参
加の場合は
5 , 5 0 0 円

（初回時一括
払いに限る）

運 動 公 園（ ☎ 27-
6411）へ。（※１）

③水泳教室
（バタフライ）

12 月６日～ 22 日の毎週
火・木曜日、午前 10 時
～ 11 時

温水プール
石川

バタフライの
基本技法

ク ロ ー ル を
25m 以上泳
げ る 市 民 ＝
15 人

無料

11 月 28 日（月・必着）
までに、温水プール
石川（〒 036-8123、
小 金 崎 字 村 元 125、
☎ 49-7081）へ。

（※２）（※３）

（※１）…ヨガマットの持参を（レンタルは１回 100円）。／（※２）…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）・教室名を記入の上、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。／（※３）…水着、水泳帽、ゴーグルの持参を。
共通事項…飲み物、汗拭きタオルなどを持参し、運動ができる服装で参加を。各自傷害保険に加入してください。詳しく
は各施設に確認を。

▲ホームページ

▲ LINE
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