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関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【職場で活かせるパソコン基礎科】
▽とき　11 月 19 日～平成 31 年
３月 18日
▽ところ　S.K.K. 情報ビジネス専
門学校（徳田町）
▽申込期限　10月 22日
【ゼロから学べるパソコン事務科】
▽とき　12 月 12 日～平成 31 年
３月 11日
▽ところ　キャリアスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽申込期限　11月 12日
▽その他　無料の託児があります
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込締切日までに各訓練
施設へ受講申込書を提出してくださ
い。
▽職業訓練説明会　10月 29日およ
び11月29日に市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）で、職業
訓練制度の概要説明および各訓練施
設からの訓練内容説明を行います。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

あおもり UIJ ターン創業相談会
in 東京
　首都圏に弘前での創業・起業を検
討している知り合いがいる人は、周
知のご協力をお願いします。
▽とき　11月 17日（土）、①午前
10時10分～、②午後１時10分～、
③午後３時10分～
※いずれも１時間30分程度。
▽ところ　東京交通会館（東京都千
代田区有楽町）８階青森暮らしサ
ポートセンター
▽申し込み方法　11 月 13 日まで
に、所定の申込書に必要事項を記入
の上、ファクスかＥメールで申し込
みを。
※ 詳 し く は 県 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.pref.aomori.lg.jp/
sangyo/shoko/support_for_
entrepreneurs.html）で確認を。
■問青森県商工労働部地域産業課創業

支援グループ（☎青森017・734・
9374、 ■Ｆ 017・734・8107、
■Ｅ chiikisangyo@pref.aomori.
lg.jp）

平成 31 年度 市民会館など
の会場使用受け付け
　一つの催しを１件とし、電話での
仮受け付けはできません。申し込み
の際は、催しの名称・内容などを明
確にしておいてください。また、一
般受け付けは、仮申し込み対象外の
会場も含みます。
　なお、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。
【市民会館（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け　11 月５
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
12 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　12 月 13 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）
■問市民会館（☎ 32・3374、第３
月曜日は休み）
【弘前文化センター（下白銀町）】
○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
（ホール、大会議室、美術展示室のみ）
※希望が重複した場合は、12 月
10 日の午前 10時から同センター
で抽選を行います。
○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）
■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、第３火曜日は休み）
【百石町展示館】
○仮申し込みの受け付け　11 月１
日～ 15日の午前９時～午後５時
※希望が重複した場合は、11 月
27 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　11 月 27 日の午
後３時から先着順で、窓口で受け付
け（12月５日からは電話でも受け
付け可）
■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

再就職支援セミナー

▽とき　11月 12日（月）、午後１
時30分～３時 30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第１会議室
▽内容　採用されるための就職活動
のポイント（応募書類作成、面接対策）
▽対象　求職中の 45歳以上の人＝
10人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。セミナー
終了後、個別相談にも応じます。
■問電話かEメール（氏名・年齢・電
話番号を記入）で、ネクストキャリ
アセンターあおもり（☎青森 017・
723・6350、 ■Ｅ chuukounen@
ims-hirosaki.com）へ。

ひろさき就職説明会・面接会

　弘前市内の事業所へ就職を希望す
る人を対象に、企業説明会および面
接会を開催します。企業の採用担当
者と直接面接ができるほか、仕事内
容などの相談もできます。
▽とき　11月 13日（火）、午後１
時～４時（受け付けは午後０時 30
分～３時）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽対象　ハローワークに求職登録し
ている人（当日の登録も可）
▽参加料　無料
▽持ち物　履歴書、ハローワーク
カード（ハローワークに求職登録し
ている人）
※事前の申し込みは不要。
▽その他　雇用保険受給者は雇用保
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
ジでご確認ください。UJI ターン求
職者を対象とした、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（事前の申し込みが
必要）。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（駅前町、ヒロロ３階、
弘前就労支援センター内、☎ 55・
5608）

求職者支援訓練受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機

日～ 18日の午前８時 30分～午後
９時（ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12月２
日の午前 10時から同館で抽選を行
います。
○一般受け付け　平成 31年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
■問市民文化交流館（☎35・0154）

2018 岩木文化祭出店者・
参加者募集
▽とき　11 月 24 日の午前 10 時
～午後３時、25日の午前９時～午
後３時
▽ところ　中央公民館岩木館、岩木
文化センター「あそべーる」（いず
れも賀田１丁目）
【ふろしき市…24 日・25 日】
　ふろしき１枚分（2.5㎡程度）の
フリーマーケット。１人１区画で、
先着順（20区画）です。
▽ところ　岩木文化センターホワイ
エ（屋内）
▽出店料　１日500円
【作品展示…24 日・25 日】
　絵画、書道、手芸などなんでも
OK! 皆さんの趣味の発表の場です。
▽作品搬入　11 月 21 日の午前９
時～23日の午後５時
【芸能発表…25 日の午前９時～午
後３時】
　歌や踊り、楽器演奏などジャンル
は問いません。10分以内で発表で
きるものを募集します。
■問 10月 18日～ 26日に、電話で、
岩木文化祭運営委員会（中央公民館
岩木館内、☎ 82・3214〈午前９
時～午後５時〉）へ。

追手門広場フリースタイル
マーケット in クリスマス
スペシャル出店者募集

▽とき　11 月 25 日、12月２日・
９日・16日の午前10時～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール、ロビー
▽募集コマ数　各日13コマ
▽出店料　1コマ 3,000 円
▽応募方法　往復はがき（住所、氏
名、電話番号、会員番号〈会員の
み〉、出店希望日を記入）か弘前観
光コンベンション協会ホームページ

（http://hirosaki-kanko.or.jp/
web/）から申し込みを。
▽申込期間　10 月 21 日～ 11 月
４日（消印有効）
※出店希望日は、複数日を希望でき
ます。原則１日に出店できるのは１
コマのみ。ただし、出店受付時にコ
マの空きがあれば、２コマまで出店
可能。ホームページから申し込み後、
数日過ぎても連絡がない場合は、問
い合わせを。
■問市立観光館（〒036・8588、下
白銀町２の１〈フリースタイルマー
ケット係〉、☎37・5501）

弘前市スポーツ指導者育成
講習会
▽とき　11月４日（日）
　　　　午後１時30分～４時
▽ところ　岩木文化センターあそ
べーる（賀田１丁目）
▽内容　「成長期の運動・スポーツ
指導について」、「指導者の指導スキ
ルの向上について」
▽対象　市民（指導者・保護者ほか）
＝500人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市スポーツ少年団事務局（☎
40・0987）

市の指名業者登録 平成 31・
32 年度分申請受付（定期申請）
　市発注の工事や業務を請け負った
り、市と物品の売買などをしたりす
る場合には、市の指名業者としての
登録が必要となります。新たに登録
を希望する業者や、現在、指名業者
として登録され、引き続き登録を希
望する業者は、受付期間内に申請し
てください。
▽受付期間　11月１日～ 30日
▽対象　①建設工事の請負／②測
量・設計などの建設関連業務の請負
／③製造の請負、物品の売買・賃貸
借、警備・清掃業務などの役務の提
供
▽申請方法　市のホームページに掲
載する申請の手引きを確認の上、「指
名競争入札参加資格審査申請書」な
どの必要書類を提出してください。
■問法務契約課契約係（市役所２階、
☎35・1137、40・7023）

 

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。
◎日程は変更となる場合がありますの
で、あらかじめ当番医にご連絡ください。

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  172,550人　   （－    144）
　 男　　  79,071人　   （－              80）
　 女　　  93,479人　   （－              64）
・世帯数　 71,844世帯   （－               27）
平成 30年 9月１日現在（推計）

 
お詫びと訂正

　広報ひろさき９月 15日号の
13ページ「休日在宅当番」内、
「よしだ耳鼻科・小児科」の日
程が「10 月 28 日」とあるの
は「10月 21日」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

休日在宅当番
▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

耳鼻咽喉科・眼科
11／3 たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456

18 宮園耳鼻科クリニック
（宮園５）

☎39・1133

25 EST クリニック
（福村字新館添）

☎29・5500

歯　科
11／3 竹沢歯科クリニック

（松原西３）
☎88・1717

4 なるみ歯科（大清水４） ☎38・1115
11 ソレイユ歯科医院（新町）☎39・7303
18 梅村歯科クリニック

（石渡１）
☎32・7311

23 鳴海デンタルクリニック
（城東中央３）

☎26・2301

25 川村歯科医院（野田１） ☎32・4073

内　科
11／4 今村クリニック

（松原西２）
☎88・3090

11 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37・2070

18 場崎クリニック（代官町）☎38・6600
25 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377


