内 容

そ の他 の催 し

日 時
３日㈪

◆行政相談

行政機関などの業務に対する苦 十和田湖支所同時開催
情、意見、要望などの相談
午後１時〜３時

◆人権相談

28 日㈮

１㈯

▶十和田水墨画同好会 墨の舞〜市民文化センター
（ 十和田水墨画同好会・太田☎㉒3674）(〜31日）
▶紙しばい倶楽部とわだ <10：30>〜市民図書館
（ 市民図書館☎㉓7808）

４㈫

▶おしゃべりサロン「クローバー」<①10：00・②13：30>
〜保健センター（ 傾聴サロンとわだ・黒子☎090‑2796‑0999)

６㈭

▶小松原庸子スペイン舞踊団 情熱フラメンコ‼
<18：30>〜市民文化センター（全席自由5,000円）
（ 民主音楽協会東北センター☎022‑222‑1371）

７㈮

▶全日写連十和田 写友「光陰」写真展「2016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」・国分☎㉒1686）（〜９日）
▶星空観望会「秋の星座と金星を見よう！」<19：00>
〜市民文化センター ※要申し込み（ 文化センター☎㉒5200）

８㈯

▶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☎ 6791）（22日も開催）
▶語りの会・こま草「おはなしのゆうびんやさん」
<①10：30・②14：00>〜市民図書館
（ 市民図書館☎㉓7808）（22日も開催）
▶レ・ブランシュ 青森公演 〜サクソフォン、ピアノによる
名曲コンサート〜<13：30>〜市民文化センター（一般2,000
円、高校生以下1,000円）
（ レ・ブランシュ・野月☎090-3688-9596）

10㈪

▶沢田研二 LIVE 2016 un democratic love
<17：00>〜市民文化センター（全席指定7,000円）
（ 文化センター☎㉒5200）

いじめや差別、家庭内や隣近所と
午後１時〜３時
のもめごとなどの相談

◆特設行政・人権相談

14 日㈮
行政機関の業務や家庭内のもめご 午前 10 時〜午後４時
※市民交流プラザ「トワーレ」

◆法律相談（定員７人）

26 日㈬

相続、離婚、借金などの相談

※ 19 日㈬午前８時 30 分から予約開始

◆不動産相談（定員４人）

13 日㈭

午後１時〜４時

◆くらしとお金の相談

12 日㈬ 午前 10 時〜午後４時

多重債務、生活資金などの相談

※前日までに要予約

◆法テラス青森（定員６人） 11 日㈫・25 日㈫

借金・離婚・労働問題などの相談
午後１時〜４時
（法律相談）※世帯の収入・預貯
※予約先☎ 050 3383 5552
金などの制限があります。

◆消費生活相談

毎週月〜金曜日

悪質商法、架空請求、製品事故な 午前８時 30 分〜午後４時 30 分
どの消費生活の相談
※相談前に要予約

18 日㈫

◆交通事故相談
編集・発行 十和田市総務部総務課
〒034‑8615 青森県十和田市西十二番町６番１号
☎0176 6702 FAX 0176㉒5100

交通事故による損害賠償、示談など（予約があった場合に開催）
の相談
※予約先県庁☎ 017 734 9235

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

◆市税夜間納付・相談窓口

日 時
３日㈪〜７日㈮、
24 日㈪〜 28 日㈮、
31 日㈪〜 11 月２日㈬、
11 月４日㈮

とき 午後５時 30 分〜８時 ところ 収納課
※本館北側職員通用口からお入りください（午後
６時以降は本館正面玄関からは入れません）
。
収納課☎ 6760
介護保険料納付相談

日

時

ホームページ http://www.city.towada.lg.jp/
携帯サイト http://www.city.towada.lg.jp/m/
駒らん情報めーる ＱＲコードを読み取り空メール送信

とき 午後５時30分〜７時 ところ 高齢介護課
※新館玄関からお入りください（１階23番窓口）。
ご家族による納付相談もお受けします。
高齢介護課☎ 6721

15㈯

▶わっこの会「読み聞かせ」<10：30>〜市民図書館
（ 市民図書館☎㉓7808）
▶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・藤井☎㉓0926)（〜16日）

16㈰

▶めぐみ・みきの保育園ピアノ発表会<14：00>〜市民文化セン
ター（ 十和田めぐみ保育園☎㉒0141）
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）

23㈰

日 時

26㈬

▶第12回 十和田市社会福祉大会<10：00>
〜市民文化センター（ 十和田市社会福祉協議会☎㉓2992）

28 日㈮※要予約
（予約があった場合に開催）
※予約先八戸年金事務所
☎ 0178 43 7368

28㈮

▶第13回アートサークル彩作品展<13：00（28日）><10：00
（29.30日）>〜市民文化センター
（ アートサークル彩・田中☎㉓4906)（〜30日）

とき 午前 10 時〜午後３時
ところ 新館５階会議室 北側
八戸年金事務所☎ 0178 ㊸ 7368 市民課☎

6753

10 月 31 日㈪が納期限です
市税等は納期限内に納めましょう
市民税・県民税第３期／国民健康保険税第４期
介護保険料第４期／後期高齢者医療保険料第４期

人口と世帯

十和田市民大学講座 第６講座「病気への『かかりやすさ』
は、もう、プログラムされている？」<18：30>〜市民文化セン
ター（講師：佐藤伸さん）（ スポーツ・生涯学習課☎ 2318）

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）
▶ヤマハピアノ・エレクトーン発表会<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）

内 容

年金の無料相談

14㈮

20㈭

◆介護保険料夜間納付・相談窓口 17 日㈪〜 21 日㈮

◆出張年金相談

▼
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不動産の売買、不動産の賃貸借な 午後１時〜３時
どの相談
※６日㈭までに要予約

▼

2016

10

となどの相談

＜＞…開始時間

▼

広報

1 0 月の市民無料相談

平成28年８月末現在

※（

２日㈰

のづき内科小児科クリニック☎⑳1880

９日㈰

阿部クリニック☎㉕1122

10日㈪

藤原内科☎㉔0770

16日㈰

藤井産婦人科医院☎㉒5588

23日㈰

小嶋外科胃腸科医院☎㉓2666

30日㈰

えとクリニック☎㉕2525

）内は前月比

■人口/63,002人（−24人）男/30,163人（−11人）女/32,839人（−13人）
■世帯数/27,371世帯（13世帯）

健康増進課
☎ 6790

休日当番医

〜今日も無事でいてほしい〜
みんなでつくろう 安全・安心なまち
セーフコミュニティ十和田

