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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
9／4 小堀クリニック（中野２） ☎32・7146
11 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
18 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
25 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
9／4 代官町クリニック吉田眼

科（代官町）
☎38・4141

18 福島耳鼻咽喉科（百石町）☎32・5032

歯　科
9／4 川村歯科医院（野田１） ☎32・4073
11 野村歯科医院（西川岸町）☎32・8695
18 ほくおう・歯科医院（北

横町）
☎33・4618

19 大町歯科医院（大町３） ☎31・7275
22 城西歯科クリニック（五

十石町）
☎33・6680

25 さくらデンタルクリニッ
ク（城東北３）

☎26・1188

（☎ 32・1131、内線 278）

ねたきり高齢者等への
紙おむつ支援事業
　ねたきりの高齢者や障がい者を自
宅で介護している世帯に、紙おむつ
を支給します。
▽対象世帯　自宅で①～③のいずれ
かに該当するねたきりの人を介護し
ている、市民税非課税の世帯（生活
保護世帯は除く）
①満 65歳以上で要介護度４・５相
当のねたきりの人
②身体障害者手帳１級・２級の交付
を受けているねたきりの人
③療育（愛護）手帳Ａの交付を受け
ているねたきりの人
▽支給内容　フラットタイプ（200
枚）、テープタイプ（100 枚）、尿
とりパッド（240 枚）から１種類
を選択してもらい、４月・７月・
10月・１月の３カ月おきに自宅へ
配達します。
▽申請方法　申請者（家族）の印鑑
を持参し、介護福祉課（市役所本館
２階）で手続きを。
■問介護福祉課高齢福祉係（☎ 40・
7114）

男性の健診（国保40歳未満）

　国民健康保険に加入している 40
歳未満の男性は、無料で健康診査を
受診できます。受診者には、保健師・
栄養士が結果について分かりやすく
説明します。まだ受診していない人
はぜひ申し込みください。
▽とき　平成 29年３月 17日まで
※土・日曜日の健診日もあります。
▽ところ　弘前市医師会健診セン
ター（野田２丁目）
▽検査項目　診察、血圧測定、血液

検査、尿検査
▽対象　国民健康保険の加入者で、
18 歳以上 40 歳未満の男性（昭
和 52年４月１日から平成 10年３
月 31日までに生まれた人）。なお、
30代の人には個別に通知していま
す。
※希望日の 10日前までに電話で予
約してください。なお、予約の際に
は、受診希望日、氏名、生年月日、
電話番号、住所、保険証番号をお知
らせください。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

ヒロロでも仕事の相談が
できるんです！
　弘前就労支援センターでは、次の
就労支援サービスが受けられます。
ぜひご利用ください。
○求人票の閲覧
○職業相談・紹介
○生活相談
○適職診断・キャ
リアカウンセリン
グ（ジョブカフェコーナー・45歳
未満対象）
○各種セミナーの案内など
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、職業相談・紹介…☎
88・5541、生活相談…☎ 33・
5657、ジョブカフェコーナー…☎
32・8033）

個人事業税の納付

　課税対象者には納税通知書を送付
しますので、納期限までに納めてく
ださい。
▽対象　個人で事業を営む人のう
ち、前年の事業による収入から必要
経費、事業主控除（年 290 万円）
などを差し引いた後に、所得のある
人
▽納期　１期＝８月／２期＝11月
※ただし、税額が１万円以下の場合
の納期は、１期８月です。
▽納付方法　納税通知書を持参し、
最寄りのコンビニエンスストア、金
融機関で納付を。
※個人事業税の納付については、口
座振替が利用できます。詳しくは、
県庁ホームページ（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.
html）をご覧ください。
■問中南地域県民局県税部課税第一課
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と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
15日～ 20日 黒石よされ 日本三大流し踊りの一つで、約 2,000 人規模の流し踊りは必見。飛

び入り参加もできます
黒石よされ実行委員会事務局（☎
52・4316）

16日 大川原の火流し 精霊流しが起源とされる伝統の奇祭。火のついたアシガヤの舟を引き、
激流を下ります

黒石観光協会（☎52・3488）

17日 ふ る さ と 元 気 ま つ り
2016 

黒石ねぷた、よされなどの黒石の夏祭りを一堂に集結。フィナーレの
花火は圧巻です（雨天延期あり）

黒石青年会議所（☎ 52・3369）

17日 灯篭流し 平川親水公園で町民参加による供養灯篭（ろう）流しが行われます 大鰐町企画観光課（☎48・2111）
20日 第47回津軽花火大会 幻想的な灯篭流しのあと、約 5,000 発の花火が打ち上げられ、夏の

夜空を美しく彩ります。
藤崎町商工会（☎75・2370）

21日 ファッション甲子園 日本全国の学生が夢や希望を胸に弘前に集い、高校ファッション
NO.1 を競う大会です 

同実行委員会（☎33・4111）

21日 虹の湖ロックフェスティ
バル2016

特設ステージで開催される、熱い夏をさらに盛り上げる黒石発のロッ
クフェスティバル 

虹の湖 ROCK FESTIVAL 実行委員会 
（☎090・1065・2469）

９
月
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月

８
月

14 日～ 16日 猿賀神社十五夜大祭（平
川市）

県下獅子踊大会、津軽民謡新人大会などのイベントが開催されます 猿賀神社（☎ 57・2061）

17日・18日 黒石こみせまつり 津軽三味線や津軽太鼓の演奏披露などで、こみせ通りを盛り上げます 同実行委員会（☎52・4316）
17日・18日 黒石じょんから軽トラ市 軽トラックの荷台で黒石の野菜・果物・加工品などを販売します 黒石観光協会（☎ 52・3488）
18日 カルチュアロード2016

（弘前市）
歩行者天国になった土手町通りで、多彩な催しや出店が盛りだくさん
です

カルチュアロード実行委員会事務局
（☎090・4314・1751）

24日・25日 ひろさきりんご収穫祭 りんご公園を会場に、弘前産りんごの収穫期を祝い、さまざまなPR
イベントを行います

弘前市りんご公園まつり事業実行委員
会事務局（☎40・7105）

だより “津軽”の話題満載

　西目屋村の秋の恒例イベントで、よさこいソーランや
カラオケ大会、丸太切り競争などイベントが盛りだくさ
んです。また、川原会場では、県下登山ばやし白神大会
も行われます。当日参加可能な催しもありますので、こ
の機会にぜひ、西目屋村においでください。
▽とき　９月18日（日）
▽ところ　アクアグリーンビレッジANMON（西目屋
村川原平）
■問い合わせ先　目屋観光協会（☎85・2800）

　今年で４回目となる野外クラフトフェアです。りんご
が実った秋の中央アップルモールを会場に、全国からプ
ロの作家が集い、作品の展示販売をします。板柳町の魅
力が詰まったりんごの里の“小径”を散策しながら、交
流を楽しんでみませんか。
　ホームページ（http://craftkomichi.wordpress.
com/）も随時更新中！　
▽とき　10月１日（土）、午前10時～午後４時／２日
（日）、午前９時～午後４時
▽ところ　中央アップルモール
（板柳町板柳、板柳町役場近く）
▽入場料　無料
■問い合わせ先　クラフト小
径実行委員会（☎携帯 090・
3405・4672）

津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分
判定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

第35回暗門祭 ４thクラフト小径（こみち）2016
西目屋村

2.1㎞の小径に作品がずらり

　板柳町

１日・２日 ひらかわフェスタ2016 地場産品の販売や児童・園児の食育活動の紹介等、地産地消と食育を推進 同実行委員会（☎ 44・1111）
２日 第 24回稲刈り体験ツアー 第1田んぼアート「真田丸より 石田三成と真田昌幸」の稲刈り体験

ができます
田舎館村役場企画観光課商工観光係
（☎58・2111）

７日～ 10日 津軽民謡短期大学 民謡を愛する多くの人たちに、伝統ある津軽民謡手踊りを教えます 黒石観光協会（☎ 52・3488）
９日 りんごの里板柳まるかじ

りウオーク2016
7、13、23ｋｍの３コース！りんごもぎとり体験もあります 板柳町生涯学習課（☎ 72・1800）

13日～ 11月
６日

中野もみじ山ライトアップ 紅葉の景勝地「中野もみじ山」の夜を、ムービングライトによるライ
トアップで彩ります 

黒石市商工観光課（☎ 52・2111<
内線 407>）

14日～ 16日 津軽の食と産業まつり
（弘前市）

津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。野外テン
ト村や催しも多数

同運営協議会事務局（☎33・4111）

15日・16日 全国伝統こけし工人フェ
スティバル（黒石市）

全国の伝統こけし工人が一堂に集結。特徴ある全国各地のこけしの展
示即売会を行います

津軽こけし館（☎ 54・8181）

15日・16日 白神山地ビジターセンター
ふれあいデー（西目屋村）

大型映像で見る特別臨時上映や体験コーナー、グルメなどさまざまな
催しが行われます

白神山地ビジターセンター（☎ 85・
2811）

10月中旬 田舎館村の明るい未来を
築く婚活

稲刈り作業を体験しながら未来のパートナーと出会い、交流を深めま
しょう！

田舎館村役場企画観光課企画係（☎
58・2111）


