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内 容

日 時

◆行政相談
行政機関などの業務に対する
苦情、意見、要望などの相談

◆人権相談

７日㈪・21 日㈪
午後１時〜３時

いじめや差別、家庭内や隣近所
とのもめごとなどの相談

11 日㈮・25 日㈮
午後１時〜３時

◆特設行政・人権相談

16 日㈬

◆法律相談（定員７人）

23 日㈬

相続、離婚、借金などの相談

※ 16 日㈬から予約開始、定員７人

行政機関の業務に対する苦情・意 午前 10 時〜午後４時
見・要望や家庭内・隣近所のもめ ※ 新 館 ５ 階 会 議 室、 十 和 田 湖
ごとなどの相談
支所でも同時開催

◆不動産相談
不動産の売買、不動産の賃貸借
などの相談

＜＞…開始時間

１㈫

▶第５回吉野仁太郎 油彩展〜市民文化センター
（ 吉野仁太郎☎㉘3550）（〜31日）

４㈮

▶アートサークル彩 作品展<10：00>〜市民文化センター
（ アートサークル彩☎㉓4906）（〜６日）

５㈯

▶第30回 さつきミュージックランド発表会<13：00>
〜市民文化センター（ さつきミュージックランド☎㉒1673）

午後１時〜４時

６㈰

10 日㈭
午後１時〜３時

◆くらしとお金の相談

９日㈬ 午前 10 時〜午後４時

多重債務・生活資金などの相談

※要予約

◆消費生活相談

毎週月〜金
午前９時 30 分〜午後３時 30 分

９㈬

▶八戸地区秋季高校放送コンテスト<９：30>
〜市民文化センター（ 八戸東高校☎0178 43 0262）
▶すみ子モダンバレエ研究所 第33回バレエ発表会<13：00>
〜市民文化センター（ すみ子モダンバレエ研究所☎0178 44 9088）
▶柳家一琴 おやこ寄席・独演会<13：00・17：30>〜市民文化センター
（昼夜通し券2,500円）（ 桂 文我の落語を聴く会☎㉓0932）
▶佐々木優花 チャリティー ジャズ コンサート<19：00>
〜市民文化センター（2,000円）（ Yukaプロダクション
☎090 4886 4355）

12㈯

▶話しのサロン・こころの広場ルピナス<10：00>
〜勤労青少年ホーム（ 健康増進課☎㉕1181）（26日も開催）
▶語りの会・こま草「おはなしのゆうびんやさん」<10：30・
13：30>〜市民図書館（ 市民図書館☎㉓7808）（26日も開催）

弁護士による財産・金銭・借地・ 定員８人
※８日㈫午前９時から受付開始
保証人などに関する相談

14㈪

▶ピアノエレクトーン 個人発表会<10：30・14：00>
〜市民文化センター（ ㈱東京堂八戸店十和田センター☎㉒5155）

ところ 市民図書館
市社会福祉協議会☎㉒ 7938

16㈬

▶おしゃべりサロン「クローバー」<10：00・13：30>
〜市保健センター（ 木津☎㉒5745・黒子☎090‑2796‑0999）

日 時
１日㈫〜４日㈮
◆市税夜間納付窓口
28 日㈪〜 11 月１日㈮

17㈭

▶平成25年度 第９回十和田市社会福祉大会<９：45>
〜市民文化センター（ 市社会福祉協議会☎㉓2992）

◆市税夜間相談窓口 28 日㈪〜 11 月１日㈮

19㈯

▶第７回フォトとわだ写真展<10：00>〜市民文化センター
（ フォトとわだ事務局☎㉓0926）（〜20日）
▶映画上映「奇跡のリンゴ」<10：30・13：30>
〜市民文化センター（1,000円）（ 青森映研☎017 721 3641）

20㈰

▶第39回 青森県身体障害者福祉大会 十和田大会<13：00>
〜市民文化センター（ 福祉課☎ 6718）

24㈭

▶十和田市小学校音楽交歓発表会<10：00>
〜市民文化センター（ 指導課☎ 2309）

◆交通事故相談

※要予約

15 日㈫

交通事故による損害賠償、示談など ※予約先県庁☎ 017 734 9235
の相談

ところ まちづくり支援課市民相談室
まちづくり支援課☎ 6777
内 容

日 時
◆ふれあい相談所 法律相談 10 日㈭ 午後１時〜４時

内 容

とき 午後５時 30 分〜８時 ところ
収納課☎ 6761

収納課

● 納税相談で来庁されるかたへお願い ●
平成 25 年１月より収納課の場所が本館７番
窓口に変わりました。場所がわからない場合は、
お気軽に各課の窓口でお尋ねください。

10 月 10 日㈭は市民無料デー
現代美術館☎⑳ 1127
免許証や保険証など住所が確認
できるものをお持ちください。

健康増進課
☎㉕ 1181

普通救命講習会<９：00>〜十和田消防署
（対象：中学生以上の市民）（ 十和田消防署☎㉕4115）

▶法の日司法書士無料法律相談会
とき 10 月５日㈯ 午前 10 時〜午後３時（先着順）
ところ 東公民館
内容 多重債務、相続、登記、成年後見、裁判所提出書類作成など
青森県司法書士会☎ 017 776 8398

▶行政書士無料相談会

６日㈰

十和田産婦人科内科クリニック☎㉓7777

13日㈰

石川医院☎㉓2114

とき 10 月５日㈯ 午前 10 時〜午後３時（先着順）
ところ 勤労青少年ホーム
定員 20 人（先着順、予約可）
内容 相続、遺言、離婚、成年後見、許認可手続きなどの相談
青森県行政書士会十和田支部山田事務所☎㉓ 2744

14日㈪

泉山内科☎㉕1881

▶「全国一斉！法務局休日相談所」開設

20日㈰

小嶋外科胃腸科医院☎㉓2666

27日㈰

えとクリニック☎㉕2525

とき 10 月６日㈰ 午前 10 時〜午後４時（予約不要）
ところ 青森地方法務局十和田支局（十和田奥入瀬合同庁舎）
内容 登記、土地の境界、相続、遺言、近所とのトラブル、
子どものいじめや虐待、そのほか困っている問題
青森地方法務局十和田支局総務課☎㉓ 2571

11月３日㈰ 岑産婦人科医院☎㉒7711
11月４日㈪ 藤井産婦人科医院☎㉒5588
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27㈰

▼

11㈮

▶全日写連十和田 写友「光陰」写真展 「2013 時と光の記憶」
<10：00>〜市民文化センター（ 全日本写連十和田 写友
「光陰」☎㉒1686）（〜13日）
▶十和田市民大学講座 第６講座「テレビ番組制作過程論」
<18：30>〜市民文化センター（ 中央公民館☎㉓5277）

悪質商法、架空請求、製品事故
などの消費生活の相談
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