
14 ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.７.１５ 15

 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

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

 

 

 

ありがとうございます。
　本年度は、４月に発生し甚大な被
害をもたらした ｢熊本地震｣ の被災
者を支援するため医療救護班を派遣
するなどの災害救護活動を展開して
います。これらの活動は赤十字社員
の社資（社費・寄付金）を財源とし
ています。赤十字活動の普及・推進
のため、市民の皆さんの加入、社資
募集にご協力をお願いします。
■問弘前市社会福祉協議会総務課 (☎
33・1161)

両親学級

▽とき　７月30日（土）
　　　　午後０時半～３時
▽ところ　弘前学院大学看護学部
（稔町）母性小児看護学実習室
▽内容　お父さんの妊婦体験／クイ
ズ「お産ってどんなふうに進むの？」
／産痛を乗り切ろう！呼吸法とマッ
サージ法／育児体験に挑戦など
▽対象　出産をひかえている夫婦と
その家族
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。弘前市の
母親学級テキストを持っている人は
持参を。
■問弘前学院大学看護学部母性看護学
担当（工藤さん、☎31・7147）

自衛官募集

【航空学生】
▽資格　高卒（見込みを含む）以上
21歳未満の人
▽試験日　９月22日
【一般曹候補生】
▽資格　18歳以上 27歳未満の人
▽試験日　９月17日
【自衛官候補生】
▽資格　18歳以上 27歳未満の人
▽試験日　男性＝９月 27 日・28
日／女性＝９月26日
～共通事項～
▽受付期間　９月８日まで
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

自分の血圧、知ってますか？
～健康診査を受診しましょう～
　ちょっと体調がすぐれなくて医療
機関を訪ねたとき、普段の血圧や血

糖値、コレステロール値を聞かれて
答えることができますか？これら
は、気づかないうちに数値が悪く
なっていることもあり、脳卒中や心
筋梗塞の要因の１つにあげられてい
ます。
　生活習慣病を早期発見・早期治療
し、将来重大な病気につながらない
ようにするため、年に１度、健康診
査を受けましょう。
▽対象　国民健康保険に加入してい
る 40歳以上の人または後期高齢者
医療制度に加入している人
▽実施期間　平成 29年３月 15日
まで
▽料金　無料
▽受診回数　実施期間内に１回
※詳細は、平成 28年度「健康と福
祉ごよみ」の 24～ 26ページをご
覧ください。
■問国保特定健康診査について…国保
年金課国保運営係（☎ 35・1116）
／後期高齢者健康診査について…
国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）

ひろさき出愛サポート
センター８月休日登録会
　結婚を希望する独身男女が会員に
登録し、写真やプロフィール（匿名）
を見て選んだ人と１対１でお見合い
をする支援をしています。
　お見合いをお手伝いする出愛サ
ポーターも随時募集しています。
▽とき　８月13日（土）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室C
■問ひろさき出愛サポートセンター事
務局（ひろさき未来戦略研究セン
ター内、☎35・1123、ホームペー
ジ http://www.city.hirosaki.
aomor i . jp/ jouhou/se ido/
hirosaki-deai.html）

家族介護慰労金支援事業

　在宅で、重度の要介護者を日常的
に介護している家族に対し、慰労金
を支給します。
▽対象　介護している人が住民税非
課税世帯で、介護されている人が次
の①～④のすべてに該当する場合
①市内に住所を有する

「子どもの作品展示会」
作品募集 !
～文化センターにみんなの力作を
飾っちゃおう！～
　11 月３日に開催する「第 55 回
弘前市子どもの祭典」で展示する小・
中学生の作品を募集しますので、夏
休み中に作った作品など、奮ってご
応募ください。
▽対象　市内の小・中学生
▽テーマ・応募規定など　
○団体作品　１つの作品を２人以上
で作成。絵画や工作など内容は自由
○個人作品
①工作の部…自分で作った工作作品
②川柳の部…子どもの視点で自由に
詠んだ川柳
③絵画の部…八つ切りサイズの画用
紙に「世界」をテーマに描いた作品
▽応募方法　作品に、タイトル・住
所・氏名（ふりがな、団体作品は製
作者全員分）・性別・学校名（団体名）・
学年・電話番号・指導者氏名を記入
したものを添付し、郵送または持参
してください。作品出品票と川柳の
部の応募用紙は、中央公民館事務室
で配布するほか、同館ホームページ
にも掲載しています。
▽受付期間　７月 20日～９月 12
日の午前８時半～午後５時（火曜日
を除く）
▽その他　各部門の優秀作品に選ば
れた人は「子どもの祭典」式典で表
彰／応募作品は祭典終了後に、中央
公民館事務室で返却します。
■問弘前市子どもの祭典実行委員会
事務局（〒 036・8356、下白銀
町 19 の４、弘前文化センター１
階中央公民館内、☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp）

弘前学院聖愛中学校生徒募集

▽募集人員　60人
▽資格　①平成 29年３月に小学校
を卒業見込みの児童／②保護者と同
居し、同居先から通学する児童
▽願書の受け付け　12 月 12 日～
28日（平日は午前９時～午後４時、
土曜日は午前９時～午後１時）
※願書は弘前学院聖愛中学校（原ヶ
平字山元）で随時交付します。
▽選考日程　選考日＝平成 29年１
月６日／合格者発表＝平成 29年１
月 10日
▽その他　学校説明会…７月 29
日・11月 19日の午前 10時から、
弘前学院聖愛中学校で行います。／
体験入学…８月 20日の午前８時半
から、中高合同で実施します。
■問弘前学院聖愛中学校（☎ 87・
1411）

「廃品おもしろ工夫展 in
プラザ棟＆みんなで選ぶ
プラザ賞」作品募集

　日常生活で発生する不用品やごみ
を使って制作した作品を募集しま
す。
▽対象　弘前市、平川市、大鰐町、
藤崎町、板柳町、西目屋村の小学生
および特別支援学校の児童生徒（個
人またはグループ）
▽作品内容
○材料　商品の包装に使われていた
紙・袋・包み紙・箱・容器など。リ
ボンや紐なども使用可。
○大きさ　おおむね 40㎝× 40㎝
× 40㎝以内
▽応募方法　規定の申し込み用紙に
必要事項を記入し、９月１日～ 11
日の午前９時～午後４時に、弘前地

区環境整備センタープラザ棟（町田
字筒井）へ、個人・グループ・学校
ごとに作品を持ち込んでください。
申し込み用紙および募集要項は弘前
地区環境整備センタープラザ棟で配
布しているほか、ホームページから
ダウンロードすることもできます。
▽展示・審査　９月 17日～ 11月
13日の期間、弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟に展示し、優秀作品
には特別賞を授与します。また、応
募者全員へ参加賞を贈呈します。
■問弘前地区環境整備センタープラ
ザ棟（☎ 36・3388、受付時間は
午前９時～午後４時、■Ｈ http://
www.city.hirosaki.aomori.
jp/kankyoseibi/plaza/index.
html）
※月曜日は休館日。月曜日が祝日の
場合は翌日が休館日。

ドッグラン

　犬が自由に走り回れる広場です。
▽とき　10 月 30 日までの午前８
時～午後５時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）ニュースポーツ広場
▽対象　登録をしている犬で、１年
以内に狂犬病予防接種・５種以上の
ワクチンを接種しており、犬や人間
に対して攻撃性がない犬
▽参加料　１日１匹100円
▽その他　当日受け付けで、鑑札、
予防接種注射済票（写し）の提示を。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

赤十字活動事業にご協力を

　日赤青森県支部の平成 27年度の
社資募集実績額は、１億 9,618 万
3,329 円でした。皆さんのご協力

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,196人　   （－112）
　 男　　  80,725人　   （－ 60）
　 女　　  95,471人　   （－52）
・世帯数　 71,414世帯    （－33）
平成 28年６月１日現在（推計）

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。

耳鼻咽喉科・眼科
8／7 おおた眼科（駅前町） ☎38・2333
21 なんば耳鼻咽喉科（高田

５）
☎55・8749

歯　科
8／7 竹沢歯科クリニック（松

原西３）
☎88・1717

11 なるみ歯科（大清水４） ☎38・1115
14 ソレイユ歯科医院（新町）☎39・7303
21 梅村歯科クリニック（石

渡１）
☎32・7311

28 鳴海デンタルクリニック
（城東中央３）

☎26・2301

内　科
8／7 場崎クリニック（代官町）☎38・6600
14 さがらクリニック（桔梗

野１）
☎37・2070

21 千葉胃腸科内科医院（石
渡３）

☎36・7788

28 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

②住民税非課税世帯
③要介護４または５の介護保険の認
定を受けている
④過去１年間、介護保険のサービス
を利用していない（１週間以内の
ショートステイを除く。）
▽慰労金の額　10万円
▽申請時に必要なもの　介護してい
る人の振込先の金融機関名・口座番
号が分かるもの、認め印
■問介護福祉課介護給付係（☎ 40・
7071）

くらしとお金の安心相談会

　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を。
▽とき　８月３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
な資金の貸付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）


