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　エース商事株式会社が平成18・19年
製造、販売した灯油用ポリエチレン缶
（ＡＳマークが刻印された18Lと20L
缶）は、口部付近に欠陥があり、貯
蔵・運搬しているうちに、灯油が漏れ
る恐れがあります。製品の回収などを
行っていますが、万が一購入された場
合は使用を避けてください。
問い合わせ先　十和田地域広域事務組
　合消防本部予防課（☎㉕4113）

安全性能に問題がある安全性能に問題がある
灯油用ポリエチレン缶に注意灯油用ポリエチレン缶に注意

対　象　18歳以上の市民
と　き　２月27日㈬～29日㈮
　午後の部　午後２時～５時
　夜の部　午後６時30分～９時30分
ところ　市民文化センター
内　容　Excel演習
定員・費用　各10人・各2,000円
申込締め切り　２月15日
申し込み方法　午後・夜の部ごと１枚
　の往復はがきに､住所､氏名､電話番
　号､講座名、時間を記入の上、次へ送付
　〒034-0301　（住所記載不要）　
　教育委員会生涯学習課あて
問い合わせ先　生涯学習課(☎内線6525)

視聴覚センター パソコン教室視聴覚センター パソコン教室

　特許制度や地域ブランドなどの内容
を専門のアドバイザーが解説します。
と　き　２月23日㈯　午後６時30分
ところ　南公民館
定　員　25人（先着順・無料）
講　師　県知的所有権センター
　特許情報活動支援アドバイザー
　田中 智 さん
申し込み先　十和田市発明協会事務局
　（商工労政課内☎内線347）

初心者のための発明入門教室初心者のための発明入門教室

◆あなたの身近に赤十字
　２月１日から29日まで、「赤十字社
員増強運動」が実施されます。町内会
長や班長、奉仕団のかたが、赤十字の
社費募集のため各家庭を訪問しますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ・申し込み先
　生活環境課（新館１階☎内線222）
　総務調整課（支所１階☎内線6222）

◆１日１円交通災害共済に加入しましょう
共済期間　４月１日から21年３月31日
　　　　　の１年間
※詳しくは申込時にご確認ください。

　旧宿泊施設を集会室に改修しまし
た。平成20年４月１日から大広間での
休憩は無料です。集会室の使用料は次
のとおりです。
使用時間・使用料
　 ▼午前９時～正午   1,300円
　 ▼午後１時～５時　1,800円
　 ▼午後６時～９時　1,700円
※集会室を使用の際は申請書が必要で
　す。観光推進課または市民の家にお
　問い合せください。
問い合わせ先　
　観光推進課(☎内線326)
　市民の家（☎742007）

「市民の家」施設使用料の変更「市民の家」施設使用料の変更

　三本木原の開拓の祖、新渡戸傳生誕
の地である花巻市を探訪しましょう。
と　き　２月24日㈰　午前７時出発
見学場所　兜跋毘沙門天像・花巻市博
　　　　　物館、ワインシャトー大迫
定　員　30人（先着順）
費　用　大人2,000円、小学生1,000円
　　　　（昼食代を含む）
申し込み先　２月15日までに新渡戸友
　好都市交流委員会へ（観光推進課内
　☎内線331）

花巻市探訪ツアー参加者募集花巻市探訪ツアー参加者募集

十和田湖公民館まつり十和田湖公民館まつり
と　き　２月24日㈰　
　　　　午前９時30分～午後４時
ところ　十和田湖公民館
内　容　

▼ステージ発表：舞踊、ダンス、コー
　ラス､太極拳､手踊り､鶏舞､演奏など

▼展示発表：生け花、短歌、押し花、
　裂織、書道、洋裁など

▼調理試食：そば､コーヒー､串もちなど
問い合わせ先　十和田湖公民館
　　　　　　　（☎722102）

と　き　２月10日㈰　
　　　　午前10時～午後３時
ところ　東公民館
内　容　ツリーイング体験、ビオトー
　　　　プフォーラムなど
※天候状態により変更・中止あり。
問い合わせ先　一本木沢ビオトープ協
　議会（東公民館内☎㉔9000）

ビオトープフェスティバルビオトープフェスティバル

と　き　２月15日㈮
　　　　午前10時30分～午後３時
ところ　南公民館
持ち物　

▼ねんきん特別便年金記録のお知らせ

▼年金加入記録照会票

▼年金手帳など年金番号の記載された
　もの

▼年金を受給しているかたは、年金証
　書、印鑑
※代理人の場合は、委任状と身分証明
　書が必要です。当日受け付けとなり
　ます。
問い合わせ先　国保年金課(☎内線244

「ねんきん特別便」出張相談「ねんきん特別便」出張相談

対　象　昭和22年４月２日～23年４月
　１日に生まれたかたで、市内在住ま
　たはゆかりのあるかた
と　き　２月24日㈰
　　　午後２時～６時30分
ところ　サン・ロイヤルとわだ
内　容　式典・講演会・懇親会など
会　費　5,000円(写真代は別)
申し込み方法　２月20日までに電話、
　FAX、はがきで次へ申し込みしてく
　ださい。FAX、はがきで申し込みの
　際は、名前、電話番号、住所を記入
　してください。
　〒034-0301（住所記載不要）
　教育委員会生涯学習課あて
問い合わせ先　生涯学習課
　(☎内線6525・FAX723123）

60歳の集いに参加しませんか60歳の集いに参加しませんか

　自宅のパソコンから、うつ病、生活
習慣などの問診および結果によるアド
バイスが受けられます。なお、保健セ
ンターにもインターネット問診ができ
るパソコンを設置しています。
利用期間　２月１日～３月31日
※次のアドレスにアクセス後、「メン
　タルック」をクリックし、パスワー
　ドとして、次を入力してください。
グループ…gr　ユーザ…towada
パスワード…towada
問い合わせ先　十和田市保健センター
　　　　　　　（☎㉕1181）
http://mentalook20010-abs.biz/mental
/qst.htm

インターネット問診インターネット問診
｢メンタルック｣を活用しませんか｢メンタルック｣を活用しませんか

）

と　き　２月24日㈰
　午後２時開演(午後１時30分開場)
ところ　市民文化センター
入場料　高校生以上800円
　中学生以下無料（入場整理券あり）
チケット取り扱い　市民文化センター
　十和田演劇鑑賞会、市役所生協売店
　桜田酒店、イオンスーパーセンター
　十和田店
問い合わせ先　生涯学習課(☎内線6522)

市民創作ファンタジー ｢たるべの森 ｣市民創作ファンタジー ｢たるべの森 ｣

とばつ  び し ゃ も ん て ん
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