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学講師）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問 11 月 14日までに、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。

第14回津軽健康大学
（市民公開講座）
▽とき　11月 19日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）
▽内容　講演「知っておきたい！ス
ポーツによるケガの救急処置」…講
師・津田英一さん（弘前大学大学院
医学研究科リハビリテーション医学
講座教授）
▽対象　市民
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問市医師会事務局　（竹内さん、☎
32・2371、■Ｆ 32・2137）

東北女子大学公開講座

▽とき　11月 19日（土）
　　　　午前10時半～午後１時半
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「おさかな食育クッキング
～旬の魚いただきます♪～」
▽対象　食育に関心のある親子また
は一般＝40人
▽受講料　１組500円
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選で決定。
■問 弘前丸魚（☎ 27・2345、■Ｈ
http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html）

第３回市立博物館歴史講座

　弘前の歴史について分かりやすく
紹介します。
▽とき　11月 20日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「蝦夷地警備と松前詰合
日記－斎藤勝利はなぜ斜里へ警備に

行かなければならなかったのか？
－」
▽講師　長谷川成一さん（弘前大学
名誉教授）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
■問 10月 26日から、市立博物館（☎
35・0700、受け付け時間は午前
８時半～午後５時）へ。

秋の火災予防運動

「消しましょう　その火その時　そ
の場所で」（平成28年度統一標語）
　10 月 17 日～ 23 日の１週間、
県下一斉に「秋の火災予防運動」を
実施します。この季節は、火を取り
扱う機会が多くなります。暖房器具
の点検を済ませておいてください。
　住宅用火災警報器をまだ取り付け
ていない人は早めの設置をお願いし
ます。また、家族みんなで避難方法
や消火器の位置などをもう一度確認
し、次の「住宅防火　いのちを守る
　７つのポイント」を実行し、自分
の家は自分で守るよう心掛けてくだ
さい。
〇３つの習慣…①寝たばこは絶対や
める／②ストーブは燃えやすいもの
から離れた位置で使用する／③ガス
コンロなどのそばを離れるときは、
必ず火を消す
〇４つの対策…①逃げ遅れを防ぐた
めに、住宅用火災警報器を設置する
／②寝具、衣類およびカーテンから
の火災を防ぐために、防炎品を使用
する／③火災を小さいうちに消すた
めに、住宅用消火器などを設置する
／④お年寄りや身体の不自由な人を
守るために、隣近所の協力体制をつ
くる
■問消防本部予防課（☎ 32・5104）
または、最寄りの消防署・分署へ。

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。
▽とき　11 月５日・19 日の午後
１時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ

文化グループ講習会

　中央公民館（弘前文化センター
内、下白銀町）で活動している文化
グループ「古典を読む会」では、一
般向けの講習会を開催します。
【講習会】
▽とき　11月 13日（日）
　　　　午後１時半～２時半
▽ところ　弘前文化センター３階視
聴覚室
▽内容　「枕草子」の音読
▽講師　畠山篤さん（弘前学院大学
教授）
▽定員　10人（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具
■問 11 月９日までに、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。

弘前市民健康推進協議会
男性料理教室
　広報ひろさきに掲載している「食
改さんおすすめレシピ」のメニュー
などを一緒に作ってみませんか。
▽とき　11月 15日（火）
　　　　午前10時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階栄養指導室
▽内容　揚げない酢鶏、ひじきたっ
ぷりサラダ、白菜ラーパーツァイな
ど
▽対象　市内に在住する男性＝ 20
人
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、はし、三角き
ん
■問 10 月 20 日から、弘前市保健セ
ンター（☎37・3750）へ。

ベテランズセミナー

　健康維持や生活習慣病予防のため
に、時間栄養学の話を聴いてみませ
んか。
▽とき　11月 17日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽講師　前田朝美さん（東北女子大

３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

平成29年度
会場使用受け付け
　一つの催しを１件とし、電話での
仮受け付けはできません。申し込み
の際は、催しの名称・内容などを明
確にしておいてください。また、一
般受け付けは、仮申し込み対象外の
会場も含みます。
　なお、公共団体などの行事が予定
されている日は使用できません。
【市民会館（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け　11月５
日～ 20 日の午前９時～午後５時
（大ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12 月
14 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　12 月 15 日の午
前９時から先着順で、来館または電
話で受け付け
■問市民会館（☎ 32・3374、第３
月曜日は休館日）
【弘前文化センター（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け　11月２
日～ 13 日の午前９時～午後５時
（ホール、大会議室、美術展示室のみ）
※希望が重複した場合は、12月５
日の午前 10時から同センターで抽
選を行います。
○一般受け付け　12月６日の午前
９時から先着順で、来館または電話

で受け付け
■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、第３火曜日は休館日）
【百石町展示館】
○仮申し込みの受け付け　11月１
日～ 15日の午前９時～午後５時
※希望が重複した場合は、11 月
29 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　11 月 29 日の午
後３時から先着順で受け付け（12
月５日からは電話でも受け付け可）
■問百石町展示館（☎31・7600）
【市民文化交流館】
○仮申し込みの受け付け　11月５
日～ 20日の午前８時半～午後９時
（ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12月４
日の午前 10時から同館で抽選を行
います。
○一般受け付け　平成 29年１月１
日から先着順で、来館または電話で
受け付け
■問市民文化交流館（☎35・0154）

空き家実態調査

　空き家の現況を把握するため、実
態調査を実施していますので、ご理
解とご協力をお願いします。
▽調査期間（予定）　平成 29 年１
月末まで
▽調査対象　市内全域
▽内容　調査員が市から交付された
身分証明書を携行し、空き家である
と思われる建物について外観調査、
写真撮影を行います。

　なお、本調査は空き家対策のため
の基礎資料を作成する目的で実施す
るものであり、課税などには一切関
係ありません。
■問建築指導課開発指導係（☎ 40・
7053）

下水道の処理区域が
広がります
　公共下水道の処理区域が、11月
１日から広がります。新たな処理区
域の皆さんには、下水道の接続など
についてのお知らせを送付しますの
で、早めの水洗化にご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、
お問い合わせください。
▽対象　乳井字岩ノ下、乳井字外ノ
沢、原ケ平字山中の各一部
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎、☎55・6895）

違反建築防止週間

　10 月 15 日～ 21 日は違反建築
防止週間です。市では違反建築を未
然に防止し、良好な市街地環境の維
持と建築物の適法性を確保するた
め、違反建築防止週間の一環として
一斉公開パトロールを実施します。
〇パトロール重点項目　工事現場に
おける確認表示板掲示の徹底／建築
確認申請の徹底／完了検査受検の啓
発
■問建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

 その他
  

 

 

　官民協働による「市民便利帳くらし弘前2017」の
発行を平成29年 1月に予定しています。
　本冊子は、市の紹介や市が提供するさまざまなサー
ビスなどを掲載するとともに、企業広告を掲載してお

り、株式会社サイネックスと官民協働事業で発行し、
市内の全世帯および転入者世帯に配布を行います。
　この事業は、発行・配布のすべてを広告収入でまか
なっており、それに伴う広告主を募集するため、株式
会社サイネックスの社員が事業者の皆さんを訪問する
場合がありますので、ご協力をお願いします。
▽広告募集期間　10月～ 11月（予定）
▽発行部数　80,500 部（Ａ４判フルカラー、約
140ページ）
▽配布時期　平成29年２月～３月（予定）
※表紙のデザインは実物と異なる場合があります。
■問広聴広報課（☎ 35・1194）／広告については株
式会社サイネックス（☎青森017・775・3623、■Ｆ
017・775・3627）

市民便利帳
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弘前消防本部・病院案内専用電話 ☎0172-32-3999
救急医療情報システムの加入医療機関の問い合わせ

弘前市急患診療所 弘前総合保健センター ☎0172-34-1131
夜間や日曜日など、一般の医療機関で受診できないときの救急患者が対象です。

青森県弘前市大字上白銀町1-1
（代表）☎0172-35-1111弘前市役所へのお問い合わせ

開庁時間 ： 午前8時30分～午後5時00分 （土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）

弘前市
×

株式会社
サイネックス

タメノブーン たか丸くん

「市民便利帳
くらし弘前 2017」
の広告募集

事業者の皆さんへのお願い
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