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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
4／2 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
９ さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
16 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
23 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
30 場崎クリニック（代官町）☎38・6600

耳鼻咽喉科・眼科
4／2 成田眼科クリニック（森

町）
☎35・5155

16 よしだ耳鼻科・小児科
（中野２）

☎33・2306

29 一戸眼科医院（富田２）☎32・3076

歯　科
4／2 佐藤歯科診療所（賀田字

大浦）
☎82・3032

９ なかざわ歯科（北川端町）☎35・0601
16 木村歯科医院（品川町） ☎32・3894
23 平山歯科診療所（本町） ☎32・3705
29 赤石歯科医院（上瓦ケ町）☎33・4181
30 桔梗野歯科（桔梗野２）☎35・8177
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前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  175,672人　   （－    105）
　 男　　  80,569人　   （－              44）
　 女　　  95,103人　   （－              61）
・世帯数　 71,540世帯    （                0）
平成 29年２月１日現在（推計）

有 料 広 告 有 料 広 告

計測結果について、専門的なアドバ
イスを希望する人も気軽にご相談く
ださい。
▽とき　４月８日・22日の午後１
時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ
３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

下水道の処理区域が
広がります
　農業集落排水事業の処理区域が、
４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　弥生字弥生平、百沢字東岩
木山の各一部
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎、☎55・6895）

平成29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 A（法文系）＝約
170人
○労働基準監督 B（理工系）＝約
40人
▽受験資格
○昭和 62年４月２日～平成８年４
月１日生まれの人
○平成８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 30
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】６月11日…札幌市・
盛岡市・秋田市・仙台市・東京都ほ
か
【第２次試験】７月 12 日～ 14 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　３月 31 日の午
前９時から４月 12 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。
▽最終合格者発表日　８月23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）

求職者支援訓練の受講者募集

　S.K.K. 情報ビジネス専門学校で
は、求職者支援訓練の受講生を募集
しています。
【職場で使えるパソコン基礎科】
▽とき　５月23日～９月 22日
▽ところ　S.K.K. 情報ビジネス専
門学校（徳田町）
▽募集締め切り　４月24日（月）
【和裁縫製実務実践科】
▽とき　４月20日～ 10月 19日
▽ところ　S.K.K. 情報ビジネス専
門学校山下町校舎
▽募集締め切り　３月27日（月）
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽訓練時間　午前９時 20分～午後
４時
▽定員　各15人
▽申し込み方法　弘前公共職業安定
所または、S.K.K. 情報ビジネス専

ファイナンシャルプラン
ナーによる無料納税相談
▽とき　４月13日・20日・23日・
27 日の午前 10 時～ 11 時、午後
２時～３時（20日は午後６時～７
時も受け付け）
▽ところ　収納課（市役所新庁舎２
階）
▽相談方法　ファイナンシャルプラ
ンナーが個別に対応します（１人１
時間まで、先着順）
▽対象　市税などを滞納している人
▽料金　無料
▽申し込み方法　３月 31 日まで
に、電話または直接、収納課まで申
し込みを。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

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４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）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授で医学博士の今
充さんのボランティアによる無料健
康相談会です。からだのことなどで
気になる人はご相談ください。
　また、ヒロロ（駅前町）３階健康
広場のセルフチェックコーナーでの

門学校へお問い合わせください。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）／S.K.K.情
報 ビジネス専門学校（☎ 35・
5151）

スポネット弘前ランニング
クラブ活動説明会
　平成 29 年度の活動開始にあた
り、活動の説明会および練習会を開
催します。
　これからランニングを始めてみた
い人、マラソン大会に向けて練習す
る場所や仲間を探している人も歓迎
します。
▽とき　４月９日（日）、説明会＝
午前９時半～正午／練習会（運動公
園周回コース試走）＝午前11時～
※練習会は希望者のみ。
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）会議室
※事前の申し込みは不要。
■問スポネット弘前（☎32・6523）

文化グループ会員募集

　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「書道
愛好会」「手編みの会」の会員を募
集しています。初心者・経験者を問
わず歓迎します。見学も可能です。
【書道愛好会】
▽活動日　第２・第４水曜日の午前
10時～ 11時 50分
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　漢字・仮名の基礎的な練習
／年１回の作品展（好きな言葉や漢
詩などを自由に表現）
▽講師　肥後黄娥さん（北門書道会
理事）
▽募集人数　若干名
▽受講料　月額 3,800 円（テキス
ト代を含む）
【手編みの会】
▽活動日　月３回水曜日（不定期）
の午前９時15分～ 11時 45分
▽ところ　弘前文化センター２階第
３会議室
▽内容　セーター、マフラー、帽子
などを手編みで製作
▽講師　加藤桃子さん（日本編物検
定協会講師）
▽募集人数　若干名

▽受講料　月額1,700円
▽持ち物　毛糸、かぎ針、棒針など
■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。

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。見学も可能です。
▽とき　木曜日の午後１時半～３時
半（月３～４回、年間30回）
※４月は13日・20日を予定。
▽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　津川陽子さん（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（先着順）
▽会費　月額 2,000 円（別途テキ
スト代として年額 2,160 円と桜松
会年会費1,500円が必要）
■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。

河川愛護モニター募集

　国土交通省では、河川愛護思想の
啓発や河川情報などの把握を目的と
してモニターを募集しています。
▽活動内容　巡視月誌の提出（月１
回）、岩木川に関する情報提供や河
川の異常を発見したときの通報、河
川関係行事への参加など
▽活動地区　岩木茜橋～清瀬橋区間
（岩木川左右岸）
▽任期　７月１日から１年間
▽応募資格　活動地区付近に居住
し、河川愛護に関心のある満 20歳
以上の人
▽募集人数　２人
▽報酬　月額4,500円程度（予定）
■問５月 12日（必着）までに、履歴
書と「川とのかかわり」について簡

単に記述したもの（任意様式）を、
国土交通省青森河川国道事務所河川
占用調整課（〒 030・0822、青
森市中央３丁目 20 の 38、☎青森
017・734・4537）へ。
※募集要項は、青森河川国道事務所
ホームページ（http://www.thr.
mlit.go.jp/aomori/）にも掲載し
ています。


