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▽応募規定　親しみやすく印象に残
り、呼びやすい愛称（ ○○の桜並木、
○○通りなど）で、未発表のもの／
応募は１人１点まで
▽応募方法　はがき、ファクスまた
はＥメール（①桜並木の愛称〈ふり
がな〉／②簡単な愛称の意味または
理由／③応募者の住所・氏名〈ふり
がな〉・年齢・性別・電話番号を記
入）で、弘前市和徳地区町会連合
会（〒036・8071、大久保字沼田
204 の３、和徳公民館内、■Ｆ 36・
4747）または青森河川国道事務所
（■Ｅ aomori@thr.mlit.go.jp) へ。
▽募集期間　３月７日まで （当日消
印有効）
▽審査方法　応募作品の中から和徳
地区町会連合会等が審査します。
▽その他　採用者には３月中に直接
通知するほか、市ホームページや青
森河川国道事務所のホームページに
掲載します／採用作品の権利はすべ
て主催者に帰属します。
■問弘前市和徳地区町会連合会（和徳
公民館内、☎36・4747）

展示替えによる市立博物館
の休館
　市立博物館では、弘前藩歴代藩主
の足跡を中心とした現在の常設展
を、原始から近・現代、民俗を網羅
した弘前の通史が理解できる常設展
に展示替えを行いますので、次の期
間は休館します。　　
　また、博物館資料の写真撮影、模
写、閲覧、調査などの特別利用につ
いても、資料開示場所が確保できな
いため利用できませんので、併せて
ご理解・ご協力をお願いします。な
お、常設展のリニューアルオープン
は４月９日を予定しています。
▽展示替え期間（予定）　２月 29
日～４月８日
■問市立博物館（下白銀町、☎ 35・
0700）

自動車の名義変更・廃車手続き
および車検はお早めに
　例年３月は、名義変更（移転登録）・
廃車（抹消登録）・住所変更など（変
更登録等）・車検（継続検査）の手
続きで、運輸支局および事務所の窓
口が大変混雑します。名義変更や廃

車などの手続きは、待ち時間の少な
い３月 14日以前に行うようお願い
します。
　なお、軽自動車は「軽自動車検査
協会」が手続き窓口になり、手続き
方法が異なりますのでご注意くださ
い。詳しくは問い合わせを。
■問東北運輸局青森運輸支局（☎テレ
フォンサービス〈情報案内〉050・
5540・2008、■Ｈ http://wwwtb.
mlit.go.jp/
tohoku/am/
am-index.
htm）

スポーツ安全保険に
加入しませんか
　スポーツ安全保険は、アマチュア
のスポーツ活動、文化活動、ボラン
ティア活動、地域活動などを行う社
会教育活動（４人以上の団体）を対
象とした保険です。
▽対象となる事故　団体活動中、往
復中の事故など
※自動車事故による傷害保険は適用
されますが、賠償責任保険は適用外
です。
▽補償内容　傷害保険（通院、入院、
後遺障害、死亡）、賠償責任保険、
突然死葬祭費用保険
▽加入受付期間　３月１日～平成
29年３月 30日
▽保険期間　４月１日の午前０時～
平成29年３月 31日の午後 12時
▽掛け金　１人年額 800 円～ 1万
1,000 円（年齢、活動内容などに
より異なります）
■問スポーツ安全協会青森県支部（☎
青森 017・782・6984〈平日の
午前９時～午後５時〉）

PerformanceTeam
「舞姫」募集
　北海道新幹
線開業に伴
い、青森と北
海道から地域
活性化を目指
す子どもたちを募集します。
▽応募締切　３月４日（金）
▽審査　３月13日（日）
▽対象　小学校１年生（平成 28年
度新入学児童可）～中学校３年生の

 暮らしのinformation

■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

合同企業説明会

▽とき　３月３日（木）、午後１時
～４時（受け付けは午後０時半～）
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）３階麗峰の間・松の間
▽対象　平成 29年３月に大学・短
大・専門学校などを卒業予定の 45
歳未満の若年求職者
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ジョブカフェあおもり（☎青森
017・731・1311）

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
料健康相談を開催します。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　３月５日（土）
　　　　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。
■問健康広場（☎35・0157）

子ども予防接種週間

　３月１日～７日は子ども予防接種
週間です。
　通常の診療時間内に予防接種が受
けにくい人に対し、３月６日（日）に、

定期の予防接種を医療機関で実施し
ます。特に、麻しん風しん混合ワク
チンの２期（平成 28年４月小学校
就学予定の子）の予防接種をまだ済
ませていない人は、この機会に接種
しましょう。
　なお、接種する際は実施医療機関
への予約が必要です。
■問弘前市医師会事務局（☎ 32・
2371）

弘前文化センター
駐車場の一時休場
　弘前文化センターでは、現在耐震
工事および駐車場機械化工事を行っ
ています。工事に伴い、次のとおり
駐車場が終日休場となりますので、
ご不便をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
▽休場日　３月 14日・15日・17
日
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）

国道７号沿い桜並木（津賀野
地区）の愛称募集
　

　国道７号沿いの桜並木（津賀野地
区）を知ってもらうため、多くの人
に親しみ愛される愛称を募集しま
す。

女性司法書士による
女性のための法律相談会
　相続・成年後見・借金問題・家族
間の問題など、法律に関係する悩み
を抱えた女性のために、女性司法書
士が無料で相談に応じます。なお、
事前の予約は不要です。
▽とき　２月28日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　アスパム（青森市安方１
丁目）５階「あすなろ」
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

労働相談会

　個々の労働者と事業主との間に生
じた労働条件などのトラブルを解決
するため、無料の相談会を開催しま
す。
▽とき　３月１日（火）　　
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　アスパム（青森市安方１
丁目）
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森事務
所が行う出張相談会です。相談は予
約制ですので、希望する人は事前に
電話で申し込みください。
▽とき　３月２日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
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女子
▽活動内容　ダンスや着つけ、アナ
ウンス、立ち居振る舞いなどを学び、
各種イベントなどで「和洋」パフォー
マンスを披露します。
※詳しくは、ホームページ（http://
aomori-wagokoronokai.jimdo.
com）をご覧ください。
■問 青森わごころの会（☎携帯
080・1825・3804、■Ｅ aomori_
wagokoro@yahoo.co.jp）

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,401 人    （－64）
　 男　　  80,771 人　 （－45）
　 女　　  95,630 人    （－19）
・世帯数　 73,103 世帯（＋39）
平成 28年１月１日現在（推計）

有 料 広 告 有 料 広 告

 

休日在宅当番

▽診療時間　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。

内　科
３／6 佐藤内科小児科取上医

院（取上２）
☎33・1191

13 さがらクリニック（桔
梗野１）

☎37・2070

20 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
27 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
３／13 よしだ耳鼻科・小児科
（中野２）

☎33・2306

27 たかはし眼科（紺屋町）☎31・3456

歯　科
３／6 赤石歯科医院（上瓦ケ

町）
☎33・4181

13 よりみつ歯科クリニッ
ク（南城西２）

☎88・6402

20 桔梗野歯科（桔梗野２）☎35・8177
21 楠美歯科クリニック（中

野２）
☎34・1182

27 成田歯科クリニック（八
幡町２）

☎34・2977


