
14 15ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１４.４.１５

 

 暮らしのinformation

http://tsugarukoiki.jp/）

県税のコンビニ納税と
口座振替制度
　自動車税・不動産取得税・個人事
業税はコンビニエンスストアで納付
できますので、ぜひご利用ください。
また、便利で安全・確実な口座振替
も利用できます。口座振替できる県
税は次のとおりです。
○個人事業税…定期賦課分
○法人県民・事業税（地方法人特別
税を含む）…中間・確定申告分
○自動車税…６月納期分（４月 30
日までに金融機関で申し込みが必
要）
○軽油引取税
　詳しくは、県税・市町村税イン
フォメーション（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.
html）をご覧になるか、お問い合
わせください。
■問問中南地域県民局県税部納税管理課
（☎32・1131、内線 279）

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！
▽とき　５月 28 日・29 日、午前
10時～午後４時（２日間の受講が
必要）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽定員　180人（先着順）
▽受講料　無料
※講習で使用するテキストは事前に
書店などで購入し、当日持参してく
ださい。
▽申し込み　５月１日～ 19 日に、
消防本部予防課（本町）か最寄りの
消防署・分署へ。
■問問消防本部予防課（☎ 32・5104、
■ＨＨ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/shobo）／最寄りの消
防機関

危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　６月 14 日・28 日（両日
受験可）
▽ところ　弘前東高等学校（川先４
丁目）

▽種類　甲種（受験資格あり）／乙
種（第１類～６類）／丙種
※乙種・丙種は受験資格なし。
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種
＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　４月 24日～５月９日
（インターネットによる電子申請は
４月21日～５月６日）
※電子申請は消防試験研究セン
ターホームページ（http://www.
shoubo-shiken.or.jp）から。
▽願書配布先　消防本部予防課（本
町、☎ 32・5104）／最寄りの消
防署・分署
【事前講習会】
▽とき　５月29日・30日（２日間）
の午前９時半～午後４時半
▽ところ　黒石消防署（黒石市追子
野木１丁目）２階大会議室
※車での来場の際は、庁舎裏の駐車
場をご利用ください。
▽対象　乙種第４類の受験者のうち
受講を希望する人
▽受講料など　受講料＝ 4,500 円
（弘前地区消防防災協会加入事業所
は2,000円）／テキスト代＝1,500
円（いずれも講習初日に徴収）
▽受付期間　４月 24日～５月 22
日（予防課での受付は平日の午前８
時半～午後５時）
■問問消防本部予防課／最寄りの消防
署・分署

平成26年度協会けんぽ　
青森支部の健康保険料率
　全国健康保険協会（協会けんぽ）
青森支部では、県内の中小企業の従
業員とその家族が加入する健康保険
事業を運営しています。
　平成 26年度の健康保険料率は現
行の 10.00％に据え置きとなりま
すが、介護給付費等の増加に伴い、
40歳～ 64歳の健康保険加入者（介
護保険第２号被保険者）が負担す
る介護保険料については、料率が
１.55％から１.72％に引き上げと
なります。
　皆さんの医療を支えるため、ご理
解をお願いします。
■問問全国健康保険協会青森支部（青
森市長島２丁目、☎青森 017・
721・2713、 ■ＨＨ http://www.
kyoukaikenpo.or.jp/shibu/
aomori/）

津軽の名人・達人バンク

　「津軽の名人・達人バンク」とは、
津軽地域の文化、芸術、スポーツ、
レクリエーション活動などの生涯学
習の振興に寄与するため、さまざま
な分野において一芸に秀でた人材を
「津軽の名人・達人」として登録し、
学校・施設・団体・サークルなどで
講師・指導者として利用してもらう
ものです。
○利用方法　
　「名人・達人」は市町村窓口など
に設置している登録者名簿か、津軽
広域連合ホームページでご覧になれ
ます。希望や目的にあった「名人・
達人」を見つけたら、利用者が直接
連絡を取り、協力を依頼してくださ
い。指導・支援の詳細については、
利用者と「名人・達人」とで話し合
いの上、決定してください。
○講師活用事業を実施中
　この事業は、圏域内にある学校や
児童施設、福祉施設などが授業・課
外活動・行事・イベント等で「津軽
の名人・達人バンク」を利用する際
に、講師にかかる謝礼を広域連合が
負担するものです。利用を希望する
場合は、ホームページから利用申込
書のダウンロードができますので、
必要事項を記入の上、郵送してくだ
さい。

○「名人・達人」として登録したい
人は
　圏域内に在住で、地域のために自
分の知識特技を役立てたいと考えて
いる人なら誰でも「名人・達人」に
登録することができます。資格・基
準は一切ありません。ホームページ
から情報登録申込書のダウンロード
ができますので、必要事項を記入の
上、Ｅメールまたは郵送してくださ
い。
■問問津軽広域連合「津軽の名人・達人
バンク」係（〒 036・8003、駅
前町９の 20、☎ 31・1201、■ＥＥ
tsugarukoiki09@hi-it.jp、 ■ＨＨ
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休日在宅当番

▽診療時間　外科・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

◎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。

外　科
５／4 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
５ 福士病院（新里） ☎27・1525
６ 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
11 西弘前クリニック（中野１）☎32・4121
18 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
25 吉田クリニック（百石町）☎37・6300

内　科
５／4 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
11 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
18 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

25 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
５／３ ESTクリニック（福村）☎29・5500
４ 坂本耳鼻咽喉科医院（南

瓦ヶ町）
☎33・6373

５ 加藤眼科クリニック（田町５）☎31・3711
６ よしだ耳鼻科・小児科（中

野２）
☎33・2306

18 代官町クリニック吉田眼
科（代官町）

☎38・4141

歯　科
５／３ 福原歯科医院（上鞘師町）☎37・3535

オリオン歯科クリニック
（元寺町）

☎33・0418

４ 工藤歯科医院（石川） ☎92・2330
めぐみ歯科医院（城東２）☎28・3202

５ 副島歯科医院（稔町） ☎38・7272
代官町クリニック吉田歯
科（代官町）

☎38・4142

６ 安原田中歯科医院（安原３）☎37・7311
11 第一ファミリー歯科（城

東中央３）
☎28・1888

18 竹沢歯科クリニック（松
原西３）

☎88・1717

25 山口歯科医院（茂森新町１）☎32・4182

ＡＥＤを貸し出します

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）は、
突然心停止（細動）状態に陥った人
の救命に役立つ機械で、誰でも簡単
に操作できます。
　市では多くの市民の参加が見込ま
れるイベント等の開催の際に、ＡＥ
Ｄを貸し出しますので、ぜひご利用
ください。
▽貸出期間　７日以内
▽貸出条件　原則、普通救命講習会
の受講者がいること
▽料金　無料（運搬・保管は各自で）
▽問い合わせ・申込先　申込書に必
要事項を記入し、希望日の２カ月前
から７日前までに、健康づくり推進
課へ。
※申込書は同課に備え付けていま
す。

ベビーレッスン

▽とき　５月 18 日（日）、午前の
部＝ 10 時～正午、午後の部＝２
時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　パパとママの育児体験、赤
ちゃんのお風呂実演、マタニティ相
談など
▽対象　開催日現在妊娠 16 週～
31週（５か月～８か月）の人とそ
の家族＝各５組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
▽その他　駐車場はヒロロ駐車場
（３時間無料）または、おおまち共
同パーク（２時間無料）をご利用く
ださい。
▽問い合わせ・申込先　５月１日～
14日に、健康づくり推進課へ。

健康相談・禁煙相談

　「生活習慣病の予防について」「健
診結果を詳しく知りたい」「健診受
診後の生活について」「禁煙したい」
など、健康や栄養について保健師や

栄養士が無料で相談に応じていま
す。相談は予約が必要ですので、希
望する人は事前に電話で申し込んで
ください。
▽５月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康エリア）＝
11 日・30 日の午前 10 時～午後
３時
〇弘前市保健センター会場（野田２
丁目）＝ 19日の午前９時～午後３
時
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）
▽問い合わせ・予約先　健康づくり
推進課

無料健康相談

　弘前大学名誉教授で医学博士の今
充さんのボランティアによる無料健
康相談会です。からだのことなどで
気になる人はご相談ください。また、
ヒロロ（駅前町）３階健康広場のセ
ルフチェックコーナーでの計測結果
について、専門的なアドバイスを希
望する人も気軽にご相談ください。
▽とき　４月 26 日、５月 10 日・
24日、午後１時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ
３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽問い合わせ・申込先　健康広場（☎
35・0157）

ねたきり高齢者などへの
訪問歯科
　弘前歯科医師会所属の歯科医師
が、ねたきり高齢者や身体障がい者
等の自宅などを訪問して、歯科診療
や口腔（こうくう）衛生の指導を行っ
ています。
　歯周病など歯の病気は、全身のさ
まざまな病気につながる恐れがある
ため、対象となる人は、ぜひご利用
ください。
▽診療内容など　診療、口腔ケア・
リハビリ／口腔の健康に関する啓発
／その他口腔の健康増進など

▽費用　①治療費など　②歯科医師
の交通費（自宅から遠い歯科医師の
往診を受けた場合に掛かる場合あ
り）
※詳しくは問い合わせを。
▽問い合わせ先　弘前歯科医師会
（☎27・8778）

●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111
／●相馬庁舎　☎84・2111

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先
Health　Information

健康の掲示板
健康づくり推進課（弘前市保健センター内、☎37・3750）

さい。

「名人 達人 と 登


