
15広報ひろさき　２０２３.1.15

●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　１月 31 日㈫、午前
10時～午後１時
▼ところ　ヒロロ
（駅前町）３階ヒ
ロロスクエアイベ
ントスペース
▼内容　県保育士・保育所支援
センター職員による個別相談
会、県内の保育所・認定こども
園など求人情報の閲覧・紹介
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要／自然
災害などのため開催を延期・中
止する場合があります。来場前
に県保育士人材バンクホームペ
ージをご確認ください。
■■問問県保育士・保育所支援セン
ター（県社会福祉協議会内、☎
017-718-2225）

　毎年２月の「相続
登記はお済みですか
月間」にちなみ実施
します。
▼とき　２月１日㈬～ 28 日
㈫の平日
▼ところ　県内の各司法書士事
務所
※事前に各司法書士事務所に予
約が必要。
▼相談料　初回相談のみ無料
■■問問青森県司法書士会（☎ 017-
776-8398）

　障がい者や高齢者、子育て中
の女性など多様な人材の雇用を
進めるために必要な知識や、先
進的に取り組んでいる事業所の
取組事例を紹介します。
▼とき　２月１日㈬、午後１

保育のお仕事出張相談会
Part３

相続登記に関する無料相談

多様な人材雇用促進セミナー

時30分～４時 10分
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　①障害者雇用のすすめ
方～雇い入れから職場定着まで
～、②多様な働き方を考える～
具体例とメリット～
▼対象　事業主、人事労務担当
者など
▼参加料　無料
■■問問１月 25 日㈬までに、ファ
クスまたはEメール（企業名・
住所・電話番号・参加者名を記
入）で商工労政課雇用支援係
（☎ 35-1135、■■ＦＦ 35-1105、
■■ＥＥ shoukou@city.hirosaki.
lg.jp）へ。

　働く人のメンタルヘルス対策
やキャリア形成、職場での人間
関係開発・職場環境改善を支援
する「産業カウンセラー」の養
成講座を体験してみませんか。
▼とき　２月４日㈯、午後１
時30分～３時 30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）３階第１研修室
▼定員　16人
■■問問ファクス（氏名・住所・連
絡先〈電話番号または Eメー
ルアドレス〉・開催日を明記）
またはホームページ内「お問
合せフォーム」から、日本産業
カウンセラー協会東北支部（☎
022-715-8114、 ■■ＦＦ 022-
715-8115、■■ＨＨ https://www.
counselor-tohoku.jp）へ。

　雪崩（なだれ）の仕組みや雪
崩の兆候など、冬山を楽しむた
めの知識を学びます。
▼とき　座学＝１月 28日㈯、
午後１時 30分～３時 30分／

産業カウンセラー養成講座
の無料体験講座

雪崩対策講習会

実技＝１月 29 日㈰、午前９
時から
※座学参加は必須ではありませ
んが、できるだけ参加を。
▼ところ　座学＝弘前勤労者山
岳会事務所（新里字中樋田）、
実技＝弘前市民の森（集合は弘
前市民の森座頭石地区駐車場
〈一野渡字山下〉）
▼対象　高校生以上
▼参加料　1,000円
▼持ち物　冬山装備
※持っていない人には無料で貸
し出します（数量限定）。
■■問問１月 25 日㈬までに、弘前
勤労者山岳会（工藤さん、☎
090-4887-2835）へ。

　技能講習の修了
者は、最大荷重１
トン以上のフォー
クリフトの運転業務を行うこと
ができます。
▼とき　普通自動車免許以上保
有者（31時間コース）＝２月
13日㈪～16日㈭、大型特殊
自動車運転免許保有者（カタピ
ラ限定除く／ 11 時間コース）
＝２月13日㈪・14日㈫
▼ところ　学科＝サンライフ弘
前（豊田１丁目）、実技＝調整
中
▼定員　40人
▼申込期限　２月６日㈪
　詳細は、協会ホームページ
（https://www.hiroroki.jp/
index.html）をご覧ください。
■■問問弘前地区労働基準協会（☎
26-0663）

　青森県特定（産業別）最低賃
金が、12 月 21 日から次のと
おり改定されました。

フォークリフト運転技能講習

青森県特定（産業別）最低賃
金の改定

.jp/aomori-roudoukyoku/）
で確認を。
■■問問青森労働局労働基準部賃金
室（☎017-734-4114）

　放送大学では、「大学を卒業
したい」、「働きながらスキルア
ップしたい」、「学びを楽しみた
い」、「空いた時間を有効に使い
たい」など、それぞれの目的で
さまざまな年代や職業の人が学
んでいます。
　授業は、インターネットやＢ
Ｓ放送で視聴し、単位認定試験
もWebで受験できるため、ウ
ィズコロナ時代の学び方として
も注目を集めています。

放送大学
４月の入学生を募集

①鉄鋼業＝時間額 958 円（改
定前929円）
②電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業＝時間額 888 円
（改定前859円）
③自動車小売業＝時間額 919
円（改定前890円）
※各種商品小売業
の金額改定につい
ては、現在、青森
地方最低賃金審議会で審議され
ています。
　なお、県内で働く全ての労働
者と事業者に適用される青森県
最低賃金は、10月５日から時
間額 853 円（改定前 822 円）
に改定されています。
　詳細は、青森労働局ホームペ
ージ（https://jsite.mhlw.go

▼出願期限　３月14日㈫
　資料は、放送大学ホームペー
ジ（https://www.ouj.ac.jp）
から請求できます。
■■問問放送大学青森学習センター
（☎38-0500）

　県では、不動産や動産などの
差押財産について、インターネ
ットオークションを利用して売
却するインターネット公売を実
施しています。公売情報や入札
方法は県ホームページ（QRコ
ード）で随時更新し
ていますので、ぜひ
ご参加ください。
■■問問中南地域県民局県税部納税
管理課（☎32-4341）

差押財産の公売を実施

 各種スポーツ・体操教室など

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 ZUMBA
（ズンバ）

１月 16 日～２
月 13 日の毎週
月曜日、午後７
時～８時

克雪トレーニ
ングセンター
（豊田２丁目）
会議室

ラテン系のリズ
ムの音楽に合わ
せて体を動かす
フィットネスエ
クササイズ

市民・近隣
市町村住民
＝各回 15
人

１回1,000円
克雪トレーニングセン
ター（☎27-3274）へ。
（※１）

②初めての
筋膜リリー
ス教室

２月６日・20
日、３月６日・
20 日（いずれ
も月曜日）、午
後１時 30 分～
２時30分

岩木川市民ゴ
ルフ場（清野
袋２丁目）管
理棟２階

筋膜リリースの
必要性に関する
講義、筋膜リリ
ースのやり方

高校生以上
＝各９人 １回200円 岩木川市民ゴルフ場

（☎36-7855）へ。

③市民ボウ
リング教室

２ 月 11 日 ㈯
㈷・12 日 ㈰、
午前 10 時～正
午（午前９時
45 分までに集
合）

弘前ファミリ
ーボウル（高
崎２丁目）

初心者・中級者
を対象としたボ
ウリング教室

市民
1,000円
※１日だけの
参加は500円。

２月８日㈬までに、弘
前ファミリーボウル
（☎ 27-4145）のフ
ロントへ、参加料を添
えて申し込みを。

④かけっこ
教室

２月 13日㈪～
３月 13日㈪の
毎週月・木曜日、
午後４時 30 分
～６時

河西体育セン
ター

走る・跳ぶ等の
全身運動、音楽
に合わせてのジ
ャンプトレーニ
ング等

市内の小学
生＝ 30 人
程度

無料

１月31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）（※３）

（※１）…室内用シューズの持参を。／（※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）…なわとびの持参を。
共通事項…飲み物、汗拭きタオルなどを持参し、運動の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。
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