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

■ＦＦ…ファクス　■ＥＥ…Ｅメール　■ＨＨ…ホームページ　■問問…問い合わせ・申込先

り推進課（野田２丁目、弘前市保健
センター内、☎37・3750）へ。

岩木庁舎改修工事

　耐震補強工事に引き続き、岩木庁
舎の改修工事が始まりました。工事
期間中は、受付窓口など通常業務を
行いながらの工事となります。
　庁舎内や駐車場が一部制限される
などご不便をお掛けしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
▽工事期間　11 月～平成 27 年
10月
※外構工事などは平成 28年３月ま
で。
■問問岩木総合支所総務課（☎ 82・
1621）

青葉団地市営住宅建替事業

　青葉団地市営住宅（南大町２丁目）
は、建設から 40 年以上が経過し、
老朽化が著しく入居者数も減少して
います。そのため、11月から約３
年をかけて建替事業を行います。入
居者および近隣の皆さんにはご不便
をお掛けしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
　なお、建て替えに関することなど
詳しくはお問い合わせください。
■問問 財産管理課住宅係（☎ 35・
1321）

「子どもミュージカルクラブ
短期集中講座」会員募集
　異なる年齢や学校の子どもたちが
集まり、ミュージカルを発表する講
座です。
▽とき　12 月 25 日～ 27 日、平
成 27年１月９日～11日
※最終日は発表会も行います。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）大会議室
▽講師　清水知子さん、前田美代子
さん（ともに情報ネットワークグ
ループ「リエゾン」）
▽対象　市内の小学校３年生～中学
生＝20人（先着順）
▽参加料　1,000円（当日徴収）
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物、筆記用具
※動きやすい服装で参加を。
▽その他　応募者が少ない場合は開

催しないことがあります。
■問問はがき、ファクスまたはＥメー
ル（住所・氏名〈ふりがな〉・性別・
電話番号・学校名・学年・保護者
氏名を記入）で、12 月 15 日（当
日消印有効）までに、中央公民館
（〒036・8356、下白銀町19の４、
☎ 33・6561、 ■ＦＦ 33・4490、
■ＥＥ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

市民文化交流館使用受け付け

　平成 27 年度の市民文化交流館
（駅前町、ヒロロ内）の使用申し込
みを受け付けます。
【事前申請の受け付け】
▽期間　11月21日～12月 15日
▽対象施設　ホール（４階）
▽申し込み方法　来館または電話
※希望が重複した場合は、抽選を行
います。抽選の対象となった団体に
は当館から連絡をします。また、事
前の連絡なしに抽選を欠席した場合
は予約をキャンセルしたものとして
取り扱います。
▽抽選予定日　12月 22日（月）
【通常の受け付け】
▽期間　平成27年１月４日から
▽対象施設　多世代交流室、イベン
トスペース（ともに３階）、ホール（４
階）
▽申し込み方法　来館または電話
※受付可能な使用日は施設により異
なります。詳しくは問い合わせを。
■問問市民文化交流館（☎ 35・0154、
平日の午前８時半～午後７時、土・
日曜日、祝日は午前９時～午後５時）

高齢者はり・きゅう・
マッサージ受療券の交付
　65歳以上の希望者に、はり・きゅ

う・マッサージの受療券を交付し、
施術料を助成しています。なお、助
成対象は医療保険適用外の施術に限
ります。
▽申請期限　平成 27年３月 31日
まで（年度内に１人１回のみ受け付
け。既に今年度交付を受けた人は申
請不可）
▽交付枚数　申請時期により、交付
枚数が異なります。11 月～ 12 月
申請＝４枚、平成 27年１月～２月
申請＝３枚、３月申請＝２枚
▽受付時間　午前８時半～午後５時
（即日交付）
▽助成金額　１枚につき500 円
▽申請・交付場所　介護福祉課（市
役所２階）／岩木総合支所民生課（賀
田１丁目）／相馬総合支所民生課（五
所字野沢）
▽申請・交付に必要なもの　住所・
年齢が分かるもの（保険証や免許証
など）、印鑑
■問問介護福祉課（☎40・7072）

若年者と女性のための
資格取得支援事業
　求職中の若年者および女性を対象
とした介護職員初任者研修、パソコ
ン（初級・中級）、医療事務、日商
簿記の講習会を開催します。マン
ツーマン形式（介護研修を除く）で
個人のレベルにあった授業を行い、
早期就労を支援します。
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽対象　①および②に該当する人
①弘前市に住所を有し、失業中で求
職中の女性または 40歳未満の男性
②現在、雇用保険受給中か、ハロー
ワークに登録して、求職活動をして
いる人
▽定員　各科目10人（先着順）

▽受講料　5,000 円（振り込み手
数料を除く）
～共通事項～
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）第１～３会議室
▽申し込み受け付け　11 月 13 日
～ 12月２日（土・日曜日、祝日を
除く）に、上下水道部営業課給排水
係（茂森町）で申込書を配布・受け
付けします。
■問問上下水道部営業課給排水係（茂森
町、☎32・0698）

弘前大学人文社会科学研究科
（大学院修士課程）入試説明会
▽とき　11月 28日（金）
　　　　午後６時～７時
▽ところ　弘前大学（文京町）人文
学部４階多目的ホール
▽内容　学生募集要項（当日配布）
による入試の説明、カリキュラムな
どの説明
▽対象　人文社会科学研究科に興味
のある人
■問問弘前大学人文学部教務担当（☎
39・3941、■ＥＥ jm3941@cc.hiro
saki-u.ac.jp、■ＨＨ http://human.
cc.hirosaki-u.ac.jp/jinbun/
web/index.html）

ベビーレッスン

▽とき　12月 21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。
■問問 12 月１日～ 17日に、健康づく

弘前市地域防災計画の改正

　市の防災に関する基本計画である
「弘前市地域防災計画」は、災害対
策基本法に基づいて平成 19年２月
に作成した計画で、市の地域におけ
る災害予防、災害応急対策、災害復
旧対策について規定しています。
　このたび、東日本大震災の教訓を
踏まえて、要配慮者対策や孤立集落
対策などの見直しを行いました。
　本計画は市ホームページに掲載し
ていますので、避難場所を確認する
など、改めて防災について考えてみ
ましょう。
■問問 防 災 安 全 課（ ☎ 40・7100、
■ＨＨ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/gyosei/keikaku/
bosai/index.html）

健康相談・禁煙相談

　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。
▽ 12月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康広場）＝５
日・14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）＝８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）
■問問健康づくり推進課（野田２丁目、
弘前市保健センター内、☎ 37・
3750）

排水設備工事に係る各種講習

【責任技術者更新講習】
▽とき　平成27年１月22日（木）、
午前の部＝ 10時半～、午後の部＝
２時～
▽受講料　7,000 円（振り込み手
数料を除く）
【配管工認定講習】
▽とき　平成27年１月23日（金）、
午前10時半～
▽受講料　7,000 円（振り込み手
数料を除く）
【配管工更新講習】
▽とき　平成27年１月23日（金）、
午後２時～

前月比

 

人の動き PopulationPopulationPopulation

・人口　  178,279 人　 （＋11）
　 男　　  81,558 人　 （＋33）
　 女　　  96,721 人　 （－22）
・世帯数　 72,875 世帯（＋107）
平成 26年 10月１日現在（推計）

▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み手続き　申し込みには、
印鑑・雇用保険受給資格者証または
ハローワークカードの写し、身分証
明書（運転免許証など）の写しが必
要。申込書は商工政策課で配布。
※受講者の選考あり。受講日時は受
講者により異なります。詳しくはお
問い合わせください。
■問問商工政策課就労支援係（☎ 35・
1135）

５歳児発達健診（後期）

▽対象　平成 21年 10月１日生ま
れ～平成 22年４月１日生まれの平
成 27年度就学時健康診査に該当す
る子ども
▽予備調査　対象となる子どもを持
つ保護者には、12月下旬までに予
備調査票を送付します。調査にご協
力いただける人、さらに、２次健診
を希望する人は、調査用紙と同意書
に記入の上、同封の返信用封筒によ
り、健康づくり推進課に返送してく
ださい。予備調査の結果、発達健診
をお勧めする場合は、再度お知らせ
します。
■問問健康づくり推進課（野田２丁目、
弘前市保健センター内、☎ 37・
3750）　
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