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前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  177,222人　   （－    161）
　 男　　  81,245人　   （－              89）
　 女　　  95,977人　   （－              72）
・世帯数　 71,241世帯    （－                 ７）
平成 28年２月１日現在（推計）

有 料 広 告 有 料 広 告

 「りんくるHIROSAKI　
交通ポータルサイト」開設
　住民・交通事
業者・行政が協
働で公共交通
の活性化を目
的とした「つな
がれ！大鰐線
つなごう！み
んなの交通コンソーシアム」では、
市内の公共交通専用サイトを開設し
ました。東北コンピューター専門学
校の学生がアイデアを出し合って制
作したもので、市内の電車やバス、
タクシーのちょっとお得な情報や公
共交通の利用方法のほか、交通コン
ソーシアムの活動内容などをお知ら
せします。お出かけの際などにぜひ
活用ください。
▽ URL  http://linkle-hirosaki.
wpblog.jp
■問つながれ！大鰐線　つなごう！み
んなの交通コンソーシアム（都市
政策課交通政策推進室内、☎ 35・
1124）

桜松会シニアパソコン
クラブ会員募集
　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「桜松
会シニアパソコンクラブ」の会員を
募集しています。まずは見学におい
でください。
▽とき　木曜日の午後１時半～３時
半（月３～４回、年間30回）
▽ところ　弘前文化センター３階視
聴覚室
▽内容　Word、Excel での文書作
成
▽講師　中村光子さん（パソコンス

クール I･M･S講師）
▽対象　おおむね 60 歳以上で、
キーボード・マウスの基本操作がで
きる人＝若干名
▽会費　月額2,000円
■問電話かファクスまたはＥメール
で、中央公民館（☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

ひろさきアートマルシェ開催
・出店者募集
　市近郊で創作活動をしている人に
発表の場を提供するとともに、広く
市民にアートに触れてもらうことを
目的として「ひろさきアートマル
シェ」を開催します。
▽とき　４月23 日・24日・30日、
５月１日の午前10 時～午後３ 時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）前庭
※雨天時は館内で開催。
▽出展料　1 区画（３m×３m）
／1日あたり2,000 円
▽受け付け　随時（先着順）
※出店に関する詳細は問い合わせ
を。
■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、■Ｆ 33・6570、午前 9 時
～午後 5 時、第 3火曜日は休館日）

平成28年度
労働基準監督官採用試験
▽試験区分・採用予定者数
○労働基準監督官A（法文系）＝約
160人
○労働基準監督官B（理工系）＝約
40人
▽受験資格
○昭和 61年４月２日～平成７年４

青葉団地市営住宅Ａ棟の
入居者を募集します
　平成 28年３月末に完成予定の青
葉団地市営住宅Ａ棟（南大町２丁目）
の入居者を募集します。なお、現在、
他の市営住宅で待機中の人も申請可
能です。
▽対象住宅　青葉団地市営住宅Ａ棟
（10階建・エレベーターあり）
▽対象戸数　18戸（１LDK＝２戸、
２LDK＝ 10戸、３LDK=６戸）
※１LDK は高齢者単身世帯専用、
２LDK・３LDKは家族世帯専用で
す。
▽住宅使用料（家賃）　
１LDK＝月額２万 3,400 円程度、
２LDK＝月額２万 7,000 円程度、
３LDK＝月額３万1,700円程度
※上記の金額は、各間取りの最低家
賃ですので、所得金額により上昇し
ます。また、正式な金額は住宅完成
後に確定しますので、現時点での概
算額で掲載しています。
▽申請書交付期間　４月22日まで
▽申請期間　４月11日～ 22日
▽決定方法　弘前市営住宅運営委員
会の審議により決定します。ただし、
申請多数の場合は、公開抽選会によ
り決定します。
■問 財産管理課住宅係（☎ 35・
1321）／市営住宅サービスセンタ
ー（☎40・7013）

月１日生まれの人
○平成７年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 29
年３月までに大学を卒業する見込み
の人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽試験日および試験地
【第１次試験】５月29日／札幌市・
秋田市・仙台市・東京都ほか
【第２次試験】７月 13日・14日・
15日のうち指定された日／札幌市・
仙台市・東京都ほか
▽申し込み方法　４月１日の午前
９時から 13 日までに、インター
ネット（申込専用アドレス http://
www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html）で申し込んでください。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、４月１日～４日に、
希望する第１次試験地の労働局へ郵
送（４月４日の消印有効）または持
参してください。
▽最終合格者発表日　８月22日
■問青森労働局総務部総務課（☎青森
017・734・4111）／弘前労働基
準監督署（☎33・6411）

国指定名勝瑞楽園
（宮舘字宮舘沢）開園日程
▽開園期間　４月 19 日～ 11 月
30日
▽開園時間　午前 10時～午後４時
（５月～９月は午前９時～午後５時）
▽休園日　毎週月曜日（４月25日、
５月２日および７月～９月は無休。
月曜日が祝日の場合は翌日が休園
日）
■問三浦造園（☎95・2246）

斎場の使用料が変わります

　弘前市斎場（常盤坂２丁目）では、
４月１日から、当市以外の住民（亡
くなった人）の斎場使用料が変更に
なります。
▽金額（変更後）　大人＝３万円／
小人（10歳未満）＝２万円／死産

児＝１万円
※当市の住民の使用料は変更ありま
せん。
■問弘前市斎場（☎ 32・0643）／
環境管理課（☎40・7035）

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
するための無料相談会です。
▽とき　４月５日（火）　　
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　青森県労働委員会（青森
市長島２丁目、みどりやビル７階）
▽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）

藤田記念庭園喫茶室
リニューアルオープン
　藤田記念庭園（上白銀町）「大正
浪漫喫茶室」が 3月 1日リニュー
アルオープンしました。喫茶室には
カウンター席を新たに設け、洋館の
魅力をより一層感じられる空間が生
まれました。
　また、自然光に満たされたテラス
席では、一足早く弘前の桜をイメー
ジしたアロマと、世界自然遺産白神
山地の息吹を感じさせるハイレゾ音
源がお客様を迎えます。リニューア
ルにあわせて開発した新メニュー
「白神産そば粉のガレット」をシー
ドルとともにお楽しみください。
▽営業時間　午前９時～午後５時
■問大正浪漫喫茶室（☎37・5690）

観光ボランティアガイドの会
会員募集
　ボランティアガイド活動に協力で
きる人を募集しています。まずは、
会員と一緒に弘前公園のガイド体験
をしてみませんか。
▽とき　４月９日・10日
　　　　午前10時～正午

▽集合　市立観光館（下白銀町）１
階インフォメーション前（開始 10
分前までにお越しを）
▽対象　「津軽ひろさき検定」初級
試験合格者
▽参加料　無料
※事前の予約は不要。
■問弘前観光ボランティアガイドの会
（弘前観光コンベンション協会内、
☎35・3131）

 

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
4／3 場崎クリニック（代官町） ☎38・6600
10 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
17 千葉胃腸科内科医院（石渡

３）
☎36・7788

24 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
4／3 なんば耳鼻咽喉科（高田

５）
☎55・8749

24 松本眼科（三岳町） ☎31・3211
29 さとう耳鼻咽喉科医院
（田園４）

☎27・8733

歯　科
4／3 めぐみ歯科医院（城東２）☎28・3202
10 山崎歯科クリニック（宮

川２）
☎36・8811

17 笹村歯科医院（城東中央
４）

☎28・0797

24 和徳歯科医院（和徳町） ☎32・2606
29 おおつ歯科クリニック
（山王町）

☎32・4832

△青葉団地完成予定図


