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と（回線の種類によっては設置でき
ない場合があります）。
▽利用料（１カ月当たり）　①世
帯全員が住民税非課税の場合＝
1,080 円／②世帯に住民税課税者
がいる場合＝ 1,620 円
※毎年６月ごろ、課税調査を実施す
ることなどから、利用料が変更にな
る場合があります。
■問介護福祉課高齢福祉係（☎ 40・
7114）

記入の上、同封の返信用封筒で健康
づくり推進課に返送してください。
予備調査の結果、２次健診をお勧め
する場合は、再度お知らせします。
■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）

甲種防火管理再講習
該当する施設は受講を！
▽とき　６月26日（金）
　　　　午前10 時～正午
▽ところ　黒石消防署（黒石市追子
野木１丁目）２階講堂
▽定員　100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　６月１日～ 15 日に、
消防本部予防課（本町）か最寄りの
消防署・分署へ。
■問消防本部予防課（☎ 32・5104、
■Ｈ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/shobojimu/）

アメリカシロヒトリの駆除
にご協力を
　ガの一種のアメリカシロヒトリ
は、幼虫期に樹木の枝・葉にクモの
巣のような巣網を作り、集団で巣網
内の葉を食べ尽くした後、付近一帯
の樹木に被害を及ぼします。
　被害が発生する時期は、気象状況
などによって変動しますが、卵がふ
化して幼虫になる、５月下旬から７
月ごろと８月から９月ごろの年２回
です。
▽駆除・対策　葉に巣網を発見した
らすぐに巣網ごと切り落とし、踏み
つぶすか、ビニール袋で二重に密封
して燃やせるごみに出してくださ
い。巣網への薬剤散布も効果的です
が、寄生予防のための散布は効果が
ありません。薬剤は、ホームセンター
などで市販されている毛虫用の殺虫
剤をお勧めします。ただし、使用方
法や周囲の環境には十分ご注意を。
　なお、薬剤散布は地域ぐるみで一
斉に実施することが効果的であるた
め、市では、町会を対象に薬剤噴霧
機を貸し出します。
　薬剤噴霧機の使用については、町

会長と相談ください。
　また、弘前市町会連合会では各町
会を通して、薬剤費の補助をしてい
ますのでご活用ください。
※自分で駆除できない場合は、造園
業者や害虫駆除の専門業者に相談
を。また、アメリカシロヒトリの生
態や駆除方法などについては市ホー
ムページにも掲載していますので、
ご覧ください。
■問環境管理課（☎ 40・7035）

目の見え方などに関する
無料相談教室
▽とき　５月 28 日、６月 25 日、
８ 月 27 日、10 月 22 日、11 月
26日、12月 24日、平成 28年１
月 28日の午前 10時～正午、午後
１時～３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）就学支援室
▽対象　市民（乳幼児も可）
※事前の予約が必要です。
■問ロービジョン相談支援センター
（青森県立盲学校内、☎青森 017・
726・2239、土・日曜日、祝日を
除く午前９時～午後４時）

平成27年度
労働保険の年度更新
　労働保険（労災保険・雇用保険）
の年度更新手続きはお済みですか。
　平成 26 年度確定保険料と平成
27年度概算保険料の申告・納付期
間は６月１日から７月 10日までで
すので、早めに最寄りの金融機関や
郵便局で手続きを。
■問青森労働局総務部労働保険徴収室
（☎青森017・734・4145）

緊急通報システム事業の
お知らせ
　病弱等により緊急通報を必要とす
る高齢者などに緊急通報システムを
貸与する事業を実施しています。
▽対象　市内に住所を有するおおむ
ね 65歳以上の病弱な高齢者、重度
の身体障がい者などが属する全ての
世帯（世帯員がいる場合、就労など
により長時間、世帯員が不在となる
場合に限る）
※家庭にアナログ電話回線があるこ

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　５月30日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室２
▽テーマ　「現在 81歳 !! まだまだ
続くボランティアパワー！ 48歳か
らボランティアを始め、2011年の
東日本大震災後、岩手県野田村（被
災地）でのボランティア活動に最多
参加しています。」
▽参加料　無料
▽講師　高橋康男さん
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎ 38・5595）

危険物安全週間

「無事故へと　気持ち集中　はっけ
よい」（平成 27 年度危険物安全週
間推進標語）
　６月７日～13日は危険物安全週
間です。
　近年は全国的に、石油類など危険
物を取り扱う際の事故が増加傾向に
あります。事故の原因は、誤った取
り扱いやうっかりミスなど人的要因
がほとんどです。危険物を取り扱う
ときは、安全を再確認するように心
掛けましょう。
　なお、消防本部では、危険物安全
週間にちなみ、危険物関係事業所の
消防訓練や立ち入り検査などを実施
します。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

技能講習会

【玉掛け技能講習】
▽とき　６月10日～ 13日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝桝形運送ト
ラック駐車場（小比内字福田萢）
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円
※クレーン、移動式クレーン、デ
リックの各運転士免許証および床
上操作式クレーン、小型移動式ク

レーンの各技能講習修了証の所持者
は 6,760 円。いずれもテキスト代
1,645円が別途必要。
▽申込期間　５月 19日～ 26日の
午前９時～午後５時
【フォークリフト運転技能講習】
▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝６月 22 日 ～ 25 日／大型特
殊自動車運転免許証（カタピラ限定
なし）保有者＝６月22日・23日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝つがる弘前
農協・河東地区りんご施設（悪戸字
芦野）
▽定員　10 人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円／大型特殊自動車運転
免許証（カタピラ限定なし）保有者
＝ 4,000 円（ともにテキスト代
1,620 円が別途必要）
▽申込期間　６月１日～８日の午前
９時～午後５時
～共通事項～
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している35 歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）／②申請時に失
業中で、かつハローワークに登録
をして求職している 35歳以上の人
／③出稼労働者手帳を所持している
18 歳以上の人
▽申し込み手続き　印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証かハローワークカードまたは
出稼労働者手帳（有効期限内のも
の）、自動車運転免許証、前記資格
所持者は各免許証または修了証を持
参してください。なお、代理人によ
る申請はできません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎ 33・5657）　

プラネタリウムに絵を飾ろう!!

　中央公民館では、８月のスター
ウィーク（星座に親しむ週間）にち
なみ、７月18日～８月 24日に「ス
ターウィーク絵画展」を開催します。
　開催に先駆けて、展示する作品を
募集します。
▽テーマ　「うちゅうのゆうえんち」
▽応募資格　就学前の幼児
▽応募規定　①紙質は画用紙でサイ
ズは八つ切り／②着色は蛍光ペン・
色鉛筆を使用しない／③自作、未発

表の作品で１人１点／④テーマにち
なんだ内容の作品とする／⑤作品の
タイトルを作品中に入れない
▽応募方法　作品の裏面に、タイト
ル・住所・氏名・年齢・幼稚園、保
育園名・電話番号・作品返却希望の
有無を記入し、折り曲げないで郵送
または持参してください。
▽応募締め切り　６月29日（必着）
▽作品の選考　絵画展期間中のプラ
ネタリウム観覧者の投票により、上
位３人の作品を優秀作品とし、プラ
ネタリウム掲示板および同館ホーム
ページで発表します。
▽表彰　優秀作品には賞状と副賞を
贈呈します。
▽作品の展示　弘前文化センター
（下白銀町）プラネタリウム展示ロ
ビーで展示します。
▽作品の返却　優秀作品を除く作品
は、９月12日までに返却します（優
秀作品は９月 12日までプラネタリ
ウム展示ロビーで展示）。
■問中央公民館（〒036・8356、下
白銀町19 の４、弘前文化センター
内、☎ 33・6561、火曜日は休み）

自衛官募集

【男子自衛官候補生（陸・海・空）】
▽受験資格　18 歳以上 27 歳未満
の人
▽受付期間　６月１日～12日
▽試験日　６月20日
▽試験場所（予定）　青森駐屯地（青
森市浪館字近野）、八戸駐屯地（八
戸市市川町字桔梗野官地）
▽合格発表　７月上旬（予定）
※詳しくは問い合わせを。
■問自衛隊弘前地域事務所（城東
中央３丁目、☎ 27・3871、■Ｅ
aomori.pco.hirosaki@rct.gsdf.
mod.go.jp）

５歳児発達健診（前期）

▽対象　平成 22年４月２日～９月
30日生まれの平成 28年度就学時
健康調査に該当する子ども（後期の
実施予定等は、後日お知らせします）
▽予備調査　対象となる子どもを持
つ保護者には、６月中旬までに調査
用紙を送付します。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、調査用紙と連絡票に

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
6/7 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
14 山内整形外科（城東４） ☎26・3336
21 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
28 吉田クリニック（百石

町）
☎37・6300

耳鼻咽喉科・眼科
6/
14

加藤眼科クリニック（田
町５）

☎31・3711

28 よしだ耳鼻科・小児科
（中野２）

☎33・2306

歯　科
6/7 あべ歯科医院（青山３）☎37・3737
14 副島歯科医院（稔町） ☎38・7272
21 代官町クリニック吉田

歯科（代官町）
☎38・4142

28 安原田中歯科医院（安
原３）

☎37・7311

内　科
6/7 関医院中津軽診療所（賀

田１）
☎82・3006

14 さがらクリニック（桔梗
野1） ☎37・2070

21 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
28 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　   176,524人  （－1,191）
　 男　　   80,702人　 （－618）
　 女　　   95,822人　 （－573）
・世帯数　  72,489世帯（－308）
平成 27年４月１日現在（推計）


