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▽対象　①高校生以上＝ 20人、②
高校生以上＝ 20人、③保育施設の
給食担当者＝30人
～共通事項～
▽受講料　無料
※応募多数の場合は、抽選で決定。
■問申し込みは、東北女子短期大学
公開講座係（〒036・8503、上瓦
ケ 町 25、 ☎ 32・6151、 ■Ｆ 32・
6153、■Ｅ tibunken@toutan.ac.jp、
■Ｈ http://www.toutan.ac.jp ）へ。

秋の火災予防運動

「火の用心　ことばを形に　習慣に」
（平成 29 年度統一標語）
　10 月 16 日～ 22 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。
【ポイント】
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／
④逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する／⑤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／⑥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／⑦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。

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～　
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、10月をパトロール強化月間と

し、全国一斉パトロールを実施しま
す。当市でも、建設リサイクル法が
遵守されているか、関係機関と合同
で工事現場を中心にパトロールしま
す。係員が工事現場に立ち入るとき
は、ご協力をお願いします。
▽実施期間　10月下旬
■問建築指導課（☎40・7053）

灯油などの流出事故にご注意を

　例年冬期になると、家庭や事業所
から灯油などを流出させる事故が多
く発生しています。油流出事故が発
生すると、側溝や水路を通じ、河川
に流れ出ることもあります。河川は
水道用水などに利用されていますの
で、下流域全体に影響を及ぼし、川
の生き物にも悪影響を与えます。ま
た、事故の処理にかかった費用は、
原因者が負担する場合もありますの
で、事故を未然に防ぐためにも、次
のことを心掛けましょう。
①燃料タンクからポリタンクなどに
小分けにするときは、最後までその
場を離れない。／②燃料タンクの配
管を除雪機などで傷つけないよう、
積雪時でも配管の位置が分かるよう
に目印を付ける。／③燃料の減り具
合が早いときや、燃料タンクの周囲
で油のにおいがするときは、油が漏
れていないか調べる。／④燃料タン
クの周りに防油堤を設ける。
　万が一、油が漏
れても、決して中
和剤や洗剤などは
使わずに、速やか
にご連絡ください。
■問環境管理課環境保全係（町田字筒
井、☎ 36・0677）／消防本部予
防課（☎ 32・5104）／県土整備
部河川砂防課企画・防災グループ（☎
青 017・734・9662）／中南地
域県民局地域整備部河川砂防施設課
（☎34・1283）

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

布ぞうり作り教室 

▽とき　11月 11日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　中学生以上＝20人
▽参加料　無料
▽持ち物　フェースタオル４枚、手
ぬぐい２枚（どちらも使い古しのも
の）、昼食
※初参加の人を優先。作業しやすく
汚れても良い服装でおいでを。
■問 10 月 29 日から、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、月曜日は休み）へ。

秋の陶芸体験教室

▽とき　11月11日、12月2日の
午前9時～11時半
▽ところ　裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）体験学習室
▽内容　手ろくろによる器の成形と
色付け
▽対象　両日参
加できる人＝ 10
人（先着順）
▽参 加 料　500
円（材料費を含
む）
▽講師　神恭彦
さん
▽持ち物　ふきん（雑巾）1～２枚
程度、汚れても良い服装
■問 11月 5日までに、裾野地区体育
文化交流センター（☎ 99・7072、
月曜日は休み）へ。

東北女子短期大学 公開講座

▽日程と内容　①11月 11日、午
前10時～ 11時＝「絵本好き　集
まれ～ !!～お気に入り絵本を紹介し
ましょう～」／②11月25日、12
月９日、午前９時半～正午＝『「つま
み細工」剣つまみをしてみませんか』
／③12月９日、午前10時～午後
１時＝「離乳食の基本と応用（１）
～家庭で活かせるアドバイス～」
▽ところ　東北女子短期大学（上瓦
ケ町）

あっせん制度などがありますので、
詳しくはお問い合わせください。
▽対象区域　石川字大仏下、石川字
岸田、石渡３丁目、浜の町北２丁目
の各一部
■問上下水道部総務課給排水係（☎
55・6895）

平成30年度 市民会館などの
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４
日～ 19 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
13 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 14 日の午
前９時から先着順で、窓口または電
話で受け付け
■問市民会館（☎ 32・3374、第３
月曜日は休み）
【弘前文化センター（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け　11月６
日～ 17 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
11 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 12 日の午
前９時から先着順で、窓口または電
話で受け付け
■問弘前文化センター（☎33・6571、
第３火曜日は休み）
【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
28 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 28 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（駅前町）】
○仮申し込みの受け付け　11月４

日～ 19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３
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 30年１月１
日の午前８時半から先着順で、窓口
または電話で受け付け
■問市民文化交流館（☎35・0154）

2017 岩木文化祭出店者
・参加者募集
▽とき　11 月 25 日の午前 10 時
～午後３時、26日の午前９時～午
後３時
▽ところ　中央公民館岩木館、岩木
文化センター「あそべーる」（いず
れも賀田１丁目）
【ふろしき市…25 日・26 日】
　ふろしき１枚分（2.5㎡程度）の
フリーマーケット。１人１区画で、
先着順（20区画）です。
▽ところ　岩木文化センターホワイ
エ（屋内）
▽出店料　１日300円
【作品展示…25 日・26 日】
　絵画、書道、手芸などなんでも
OK! 皆さんの趣味の発表の場です。
▽作品搬入　11 月 22 日の午前９
時～24日の午後５時
【芸能発表…26 日の午前９時～午
後３時】
　歌や踊り、楽器演奏などジャンル
は問いません。10分以内で発表で
きるものを募集します。
■問 10月 19日～ 27日に、電話で、
岩木文化祭運営委員会（中央公民館
岩木館内、☎ 82・3214〈午前９
時～午後５時〉）へ。

追手門広場フリースタイル
マーケット in クリスマス
出店者募集

▽と き　11月 26日、12月３日・
11 日・17 日の午前 10 時～午後
３時
▽募集コマ数　計 13コマ（市立観

光館１階多目的ホール）
▽出店料　3,000 円
▽応募方法　往復はがきか Eメー
ル（住所、氏名、電話番号、会員番
号〈会員のみ〉、出店希望日を記入）
で、申し込みを。
▽応募期間　10 月 15 日～ 11 月
５日（消印有効）
※出店希望日は、複数日を希望でき
ます。原則１日に出店できるのは１
コマのみ。ただし、出店受付時にコ
マの空きがあれ
ば、２コマまで
出店可能。メー
ルで申し込み
後、数日過ぎて
も連絡がない場
合は、問い合わせを。
■問 市立観光館（〒 036・8588、
下白銀町２の１〈フリースタイル
マーケット係〉、☎ 37・5501、■Ｅ
event@jomon.ne.jp）

 その他
  

 

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
11／5 宮園耳鼻科クリニック

（宮園５）
☎39・1133

19 成田眼科クリニック（森
町）

☎35・5155

26 なんば耳鼻咽喉科（高田
５）

☎55・8749

歯　科
11／3 よりみつ歯科クリニック

（南城西２）
☎88・6402

５ さくらデンタルクリニッ
ク（城東北３）

☎26・1188

12 三和歯科クリニック（中
野４）

☎87・7070

19 松野歯科医院（上瓦ケ町）☎37・8148
23 関歯科医院（和泉１） ☎26・2789
26 浜の町歯科クリニック

（浜の町東３）
☎37・3566

内　科
11／5 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
12 さがらクリニック（桔梗

野１）
☎37・2070

19 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

26 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377


