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ヒロロ健康サークル
～みんなで体を動かそう！～

　日ごろ運動しない人でも、無理な
く参加できるサークルです。一緒に
体を動かしてみませんか。
▽とき　7月 7日～ 28日の毎週火
曜日、午前10時半～11時50分（受
け付けは午前10時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　健幸増進リーダーによる体
操
▽対象　毎週継続して参加できる
40歳以上の市民＝25人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動できる服装、室内用
シューズ、汗ふきタオル、飲み物
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・サー
クル名を記入し、6 月 25 日（必
着）までに、健康づくり推進課（〒
036・8711、野田２丁目７の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。

市民健康クッキング講座
（３回コース）

　講話や簡単なクッキングなど、
「食」を通じた健康づくりに関する
講座です。
▽とき　① 7月８日（水）、② 8月
5日（水）、③9月 2日（水）
※時間はいずれも午前 10時半～午
後１時。
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽内容　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　①～③すべてに参加できる
市民＝15人（初めての人を優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・
講座名を記入し、6 月 26 日（必
着）までに、健康づくり推進課（〒

036・8711、野田２丁目７の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。

ヒロロ
アンチエイジング講座

　テーマは「認知症かなと思ったら
～予防と対応の仕方～」です。
▽とき　7月 6日（月）、午後 2時
半～3時（受け付けは午後１時半～）
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽内容　精神保健福祉士による講話
▽対象　おおむね65 歳以上の市民
＝50 人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　6月 22日～７月
3日（土・日曜日を除く）に、弘前
市保健センターへ電話で申し込み
を。

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん（医
学博士）のボランティアによる無料
健康相談です。体のことなどで気に
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　7月 11日・25日
　　　　午後１時～４時
▽ところ　ヒロロ３階健康広場相談
室
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽申し込み先　健康広場（☎ 35・
0157、午前９時～午後７時）

多面体（30面体）折り紙づく
りで脳トレ＆ストレッチ体操
　健幸増進リーダーによる指導のも
と、指先の細かな作業で脳の活性化
を図り、家庭でできる簡単なストレ
ッチや体操も行います。
▽とき　７月７日～ 21日の毎週火
曜日、午後 1時半～ 3時（受け付
けは午後1時～）

Health　Information

健康の掲示板
■問い合わせ・申込先　弘前市保健センター（野田２丁目、☎37・3750）

▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽対象　毎週継続して参加できる
40歳以上の市民＝20人（先着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　市販の折り紙、はさみ、
運動できる服装、室内用シューズ、
汗ふきタオル、飲み物
▽申し込み先　健康広場（☎ 35・
0157、午前９時～午後７時）

～共通事項～
　ヒロロ開催の講座などに参加する
場合、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。

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,923人　   （＋    399）
　 男　　  80,973人　   （＋271）
　 女　　  95,950人　   （＋    128）
・世帯数　 72,910世帯    （＋  421）
平成 27年５月１日現在（推計）

 暮らしのinformation

に、「戦没者遺児による慰霊友好親
善事業」を実施しており、参加者を
募集しています。また、本年度は終
戦 70周年記念として洋上慰霊を実
施します。
　詳しい日程や訪問地、申し込み方
法については問い合わせを。
■問日本遺族会（☎東京03・3261・
5521）

市民体操祭参加グループ募集

　体育の日に開催される「スポレク
祭」および「市民体操祭」に参加す
るグループを募集します。
▽とき　10月 12日（月）
　　　　午前９時半～
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽対象　いろいろな運動や体操、エ
アロビクス、ジャズダンスなどを
行っている４人以上のグループ（年
齢、性別は問いません）
▽参加料　無料（各自スポーツ安全
保険に加入を）
▽発表時間　１グループ＝５～６分
程度
■問７月 23日までに、弘前体操連盟
（宮地さん、☎兼■Ｆ 32・2988）へ。

自動車税の納付はお早めに

　県では、６月上旬に自動車税の納
税通知書を送付しています。本年度
の自動車税の納期限は６月 30日で
す。早めにコンビニエンスストアや
金融機関または県税部で納付を。
▽納税義務者　県内に主たる定置場
がある自動車の４月１日現在におけ
る自動車登録上の所有者（割賦販売
などで自動車販売店が所有権を留保
している場合は、自動車の使用者）
▽納付場所　全国の主なコンビニエ
ンスストア、県内の銀行・信用金庫・
農協などの本支店、東北地方の郵便

局（納期限を過ぎると、コンビニエ
ンスストアで納付できない場合があ
ります）
※口座振替を利用している人は、
納期限の日が振替日です。また、
インターネット上の専用サイト
「Yahoo! 公金支払い」から、納税
通知書に記載されている「納付番
号」および「確認番号」やクレジッ
トカードの番号などを入力して手続
きをすることで、クレジットカード
で自動車税を納付できます（手数料
は324円）。
▽その他　納税通知書には、納めた
後の納税証明書が添付されており、
自動車の継続検査（車検）の際に使
用できますので、大切に保管してく
ださい。詳細や不明な点、納税通知
書が届かない場合などについては問
い合わせを。
※東日本大震災により滅失または損
壊した自動車の代替取得自動車につ
いては、自動車取得税・自動車税が
非課税となる場合があります。
■問中南地域県民局県税部納税管理課
（蔵主町、弘前合同庁舎内、☎ 32・
1131、内線 231、333）

新規高卒予定者を対象とした
求人の早期申し込みを
　弘前公共職業安定所
（南富田町）では、平成
28 年３月に高校を卒
業する生徒を対象とし
た求人の受け付けを６
月 20 日から開始しま
す。
　新規高等学校卒業予定者の地元就
職の促進と、優秀な人材の早期確保
に向け、求人票の早期提出にご協力
をお願いします。
■問弘前公共職業安定所求人企画部門
（☎38・8609、内線 31#）

文化グループ会員募集

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している「尺八
グループひびき」の会員を募集しま
す。初心者だけでなく経験者も歓迎
します。まずは見学においでくださ
い。
▽活動日　毎週水曜日の午後６時半
～９時
▽ところ　弘前文化センター２階第
１・第２和室
▽定員　５人程度
▽会費　月額500 円
■問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■Ｆ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

男女共同参画週間

「地域力×女性力＝無限大の未来」
（平成 27 年度男女共同参画週間
キャッチフレーズ）
　６月 23日～ 29日は「男女共同
参画週間」です。
　市では、平成 23年度に男女共同
参画の推進を図るため「弘前市男女
共同参画プラン」を策定し、「一人
ひとりの笑顔があふれる弘前の実
現」を目指しています。この機会に、
私たちの周りの男女のパートナー
シップについて考えてみませんか。
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

戦没者遺児の皆さんへ

　日本遺族会では、政府の補助を受
け、先の大戦で父などを亡くした遺
児を対象に、父などが戦没した東南
アジア、中国などの旧戦域を訪れて
慰霊追悼を行うとともに、現地の人
との友好親善を深めることを目的

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111／●岩木庁舎　☎ 82・3111
／●相馬庁舎　☎84・2111
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◎発行号　毎月１日号・15日号
◎発行部数　約６万4,000部
◎掲載料（１回）　２万円～30万円
※掲載枠により異なります。詳細については問い合わせを。
■問広聴広報課広聴広報担当（☎35・1194）

広報ひろさき有料広告募集中！

市ホームページのバナー広告も募集中！

 

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。

耳鼻咽喉科・眼科
７／５ ＥＳＴクリニック（福村）☎29・5500
26 坂本耳鼻咽喉科医院（南

瓦ヶ町）
☎33・6373

歯　科
７／５ 第一ファミリー歯科（城

東中央３）
☎28・1888

12 副島歯科医院（稔町） ☎38・7272
19 竹沢歯科クリニック（松

原西３）
☎88・1717

20 なるみ歯科（大清水４） ☎38・1115
26 ソレイユ歯科医院（新町）☎39・7303

外　科
７／５ 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
12 西弘前クリニック（中野

１） ☎32・4121
19 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
20 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
26 菊池医院（富田町） ☎39・1234

内　科
７／５ 千葉胃腸科内科医院（石

渡３）
☎36・7788

12・
19

さがらクリニック（桔梗
野１）

☎37・2070

26 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377


