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は日ごろからの訓練が重要です。
　６月 23日に、緊急地震速報を受
信した際の行動訓練を実施します。
訓練では、防災行政無線より緊急地
震速報を放送しますので、放送を聞
いた人は、身を守る行動（頭を守っ
て安全な場所へ避難、危険な場所か
らの避難など）を実践してみましょ
う。
▽とき　６月23日（木）
　　　　午前10時 15分ころ
※気象・地震活動の状況等によって
は、訓練を中止することがあります。
▽放送内容の確認方法　放送が聞き
取りにくかった時などは、電話（☎
40・7110）で内容を確認できます。
▽その他　訓練当日は、防災行政無
線のスピーカーから訓練放送します
ので、訓練に対するご理解とご協力
をお願いします。
■問防災安全課（☎40・7100）

弘前の魅力発信ＨＰコンテスト

　ホームページ制作を通して、子ど
もたちの目線で「弘前の良いところ」
を国内外にＰＲします。
▽日程と内容　①７月３日、午前
10時～＝事前説明会／②８月１日
～５日・８～10日・15日～ 20日、
午前９時～午後３時＝ＨＰ制作セミ
ナー
▽ところ　①弘前商工会議所（上鞘
師町）２階大ホール／② S.K.K 情
報ビジネス専門学校（徳田町）
▽対象　市内の中学・高校に通学し
ている人（未経験者も歓迎）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問６月 30 日までに、弘前商工会
議所（工藤さん、☎ 33・4111、
■Ｈ http://www.hcci.or.jp/hp_
contest/）へ。

▽受講期限　
○免状交付日または前回講習日以後
の最初の４月１日から３年以内
○新たに危険物取り扱い作業に従事
することとなった日から１年以内
▽受講料　4,700 円（青森県収入
証紙代として）
▽受付期間　６月14日～ 28日
※申請書は消防本部予防課（本町）
および管内の消防署・分署で配布し
ています。
■問消防本部予防課（☎32・5104）

身体障害者巡回診査・
更生相談
　身体障がい者の手帳交付や再認定
を受けようとする人などの診査と更
生相談を行います。料金は無料です。
該当する人は受診するようお願いし
ます。なお、当日の診査のみでは判
定できない場合もあります。
▽とき　７月４日（月）、午前９時
半～正午（受け付けは午前９時～
11時）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽実施科目　整形外科（肢体不自由）
▽対象　身体障害者手帳の交付また
は再認定を受けようとする人／補装
具の交付を受けようとするために判
定が必要な人／障がいの程度に変更
があると思われる人／身体障がい者
で、生活、医療、施設入所などの相
談を希望する人
▽持ち物　身体障害者手帳（所持者
のみ）、印鑑
※身体障害者手帳の交付（再交付）
を申請する人は、顔写真（縦４㎝×
横３㎝）１枚が必要です。
■問福祉政策課（☎40・7036）
※身体障害者手帳の障がい程度の再
認定が必要な人は、指定医師のいる

医療機関でも再認定診断書が作成で
きます（有料）。

６月は土砂災害防止月間

　土砂災害から身を守るためには、
日ごろの備えと早めの避難が必要で
す。土砂災害は、台風などの大雨の
時期に特に多く発生します。身の危
険や周囲に異変を感じたら、ただち
に避難するとともに、市役所などへ
連絡しましょう。
　土砂災害警戒情報や土砂災害警戒
区域等マップなど、土砂災害に関す
る情報は、県ホームページから「防
災情報（砂防）」で検索するとご覧
になれます。　
　また、市では、地震・水害・土砂
災害の危険度や被害想定などを小学
校区ごとにまとめた防災地区別カル
テを配布しています。お住まいの地
域や職場などにおいて、どのような
自然災害の危険性があるのかを知る
目安となりますので、備えや対策に
ついて考える際に活用ください。
※想定は、実際の災害を確約するも
のではありません。
■問 防 災 安 全 課（ ☎ 40・7100、
■Ｈ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kurashi/kinkyu/）
／青森県県土整備部河川砂防課砂
防グループ（☎青森 017・734・
9670、■Ｈ http://www.pref.
aomori.lg . jp/kotsu/bui ld/
H28doshagekkan.html）

緊急地震速報を受信した際の
行動訓練
　緊急地震速報を見聞きしてから強
い揺れが来るまでの時間はごくわず
かで、その短い間に、あわてずに身
を守るなど適切な行動をとるために

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　７月５日（火）　　
　　　　午後１時半～4時
▽ところ　青森県観光物産館アスパ
ム（青森市安方１丁目）５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）

カルチュアロード
出展申込書を配布します
　９月 18日（日）に土手町通りで
開催予定の「カルチュアロード」の
出展申込書を配布します。
▽配布期間　７月１日～15日
▽ところ　上土手町商店街振興組合
（土手町、土・日曜日、祝日は休み）
▽対象　展示や実演、文化活動の発
表などを希望する個人や団体（営利

目的のみの出展は不可）
■問申込書に必要事項を記入し、７月
25日までに上土手町商店街振興組
合（☎38・7030、■Ｆ 38・7031）へ。

建築審査会

　平成28年度第２回弘前市建築審
査会を開催します。
▽とき　６月29日（水）
　　　　午前９時半～
▽ところ　市役所２階特別会議室
▽議題　用途規制に係る特例許可の
同意について
▽申請内容　①申請者…生活協同組
合コープあおもり　②建築場所…松
原東３丁目２の２、２の３、２の９、
２の 23　③申請建築物概要…用途
＝日用品の販売を主目的とする店舗
／構造規模＝鉄骨造２階建／申請部

分の延べ面積＝約1,782㎡
▽一般傍聴　定員＝ 10人／受付場
所＝市役所２階特別会議室／受付時
間＝当日の午前９時～９時20分
※定員を超えた場合は抽選で決定し
ます。なお、今回の審査会では委員
が現地を視察するため、おおむね１
時間程度審議を中断しますのでご了
承ください。
■問建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

危険物取扱者保安講習

　危険物取扱者免状の交付を受け、
危険物の製造所や貯蔵所および取扱
所で危険物の取り扱い作業に従事し
ている人は、定められた期限内に保
安講習を受講してください。
▽とき　７月13日（水）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽種別　①給油取扱所関係…給油取
扱所で危険物の取り扱い作業に従事
している人／②一般取扱所関係…①
以外の危険物施設で危険物の取り扱
い作業に従事している人

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,308人　   （+569）
　 男　　  80,785人　   （+358）
　 女　　  95,523人　   （+211）
・世帯数　 71,447世帯    （+566）
平成 28年 5月１日現在（推計）

有 料 広 告

教室名 とき ところ 対象・定員 参加料 備考 問い合わせ・申込先

①おとな・こどもＹ
ＯＧＡ教室

①大人…６月24日・27日の午前
９時半～ 10時半、午後１時半～２
時半／②こども（小学生）…６月
25日の午後２時～３時半

青森県武道館
（豊田２丁目）
柔道場

500円 事前の申し込みは不要。
Nobody YOGAサークル（岩
渕さん、☎携帯 090・7062・
1107）

②初心者硬式テニス
教室

７月１日～８月26日の毎週金曜日、
午後７時半～９時 運動公園（豊田

２丁目）庭球場

大学生以上の市
民＝ 10人程度 １回 500円

（傷害保険料
として。当
日徴収）

事前の申し込みが必要。運
動靴の持参を。ラケットの
貸し出し有り。

リベロ津軽スポーツクラブ（☎
55・5143、 55・5144）③ソフトテニス教室

（女性限定）
７月４日～８月31日、初心者＝毎
週月曜日、中・上級者＝毎週水曜日
※時間はいずれも午後１時～３時。

大学生以上の市
民＝10人程度

④ソフトテニス教室 ７月９日～30日の毎週土・日曜日、午前 10時～正午
鷹揚園庭球場
（弘前公園内）

市民（未成年者
は父兄同伴また
は送迎を）

無料
事前の申し込みは不要。テ
ニスシューズの持参を。ラ
ケットの貸し出し有り。

弘前ソフトテニス協会（築舘さ
ん、☎携帯090・3694・0796）

⑤ジュニア水泳教室 ７月５日～８月２日の毎週火曜日、午後６時～７時
岩木Ｂ＆Ｇ海洋
センター（兼平
字猿沢）

身長 130㎝以
上の小学生＝
15人

無料

６月 27日（必着）までに、岩
木Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒
036・1332、兼平字猿沢 32
の 11、☎82・5700）へ。
（※１）（※２）

⑥初心者・中級者水
泳教室

７月７日～８月４日の毎週木曜日、
午後７時～８時 15分

初心者＝水泳を
始めたい人＝
10人／中級者
＝種目を問わず
25ｍ泳げる人
＝ 10人

⑦タオルdeからだ
スッキリ！体操教室

７月12日～８月 30日の毎週火曜
日、午前 10時～ 11時 克雪トレーニン

グセンター（豊
田２丁目）会議
室

15人
無料

室内用シューズの持参を。
１回だけの参加も可。

６月 30日（必着）までに、克
雪トレーニングセンター（〒
036・8101、豊田２丁目３の
１、☎ 27・3274）へ。（※１）
（※２）

⑧認知症予防！はつ
らつ脳力アップ教室

７月13日～８月 31日の毎週水曜
日、午前 10時～ 11時 10人 室内用シューズの持参を。

⑨ゆったり体力ＵＰ
ストレッチ体操

７月 13日～８月 31日の毎週水曜
日、午後１時半～２時半

金属町体育セン
ター集会所 市民＝ 10人  室内用シューズの持参を。

７月４日（必着）までに、金属
町体育センター（〒 036・
8245、金属町１の９、☎ 87・
2482）へ。（※１）（※２）

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・電話番号・教室名（⑤⑥は生年月日・保護者氏名も）を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※2…家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。

各種スポーツ・体操教室


