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前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,228人　   （-                 59）
　 男　　  79,942人　   （-                           8）
　 女　　  94,286人　   （-                 51）
・世帯数　 71,825世帯   （+            12）
平成 29年 11月１日現在（推計）

 

 

 

 

キジ、ダチョウ、ホロホロ鳥、七
面鳥
【死亡した野鳥を見つけた場合】
①素手では触らないようにしましょ
う。
②多数の野鳥がまとまって死亡して
いる場合は、市農業政策課、または
中南地域県民局林業振興課にご相談
ください。
③病気以外で死亡した野鳥を処理す
る際は、ビニール袋に入れ一般ごみ
として処分してください。
■問中南地域県民局地域農林水産部
林業振興課（☎ 33・3857）／
つがる家畜保健衛生所（☎つがる
0173・42・2276）／市農業政策
課（☎40・7102）

経営診断を受けませんか？

　中小企業診断士による経営診断の
受診が無料で受けられます。自社の
経営状況を客観的に把握し、経営の
改善につなげる良い機会ですので、
希望する企業はぜひご応募くださ
い。
▽対象　県内の中小企業者
▽診断料　無料
▽申し込み方法　ホームページ
（http://www.city.hirosaki.aom
ori.jp/oshirase/sangyo/2016-
0822-syoukou-syougyou.
html）から、「経営診断・経営診断
事後助言申込書」をダウンロードの
上、必要事項を記入し、ファクスで
申し込みください。
■問青森県中小企業診断協会事務局
（県地域産業課経営支援グループ
内、☎青森017・734・9373、■Ｆ
017・734・8107）

冬休みは公民館で学習を！

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）では、子どもたちの冬
休み期間中の学習場所として会議室
などを開放します。
▽とき　１月６日～ 14日の午前９
時～午後８時
▽ところ　弘前文化センター２階第
３会議室、和室ほか
▽内容　小・中学生、高校生の自習、
グループ活動、制作場所として使用
できます。また、弘前大学の学生が
学習サポートや相談に対応します。

※対応日時についてはお問い合わせ
ください。会場、学習サポートとも
事前の予約はできません。
■問中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

冬期労働災害防止運動

　冬期間は、降雪・低温・強い季節
風などの冬期特有の気象条件の影響
で、積雪・凍結・寒冷による転倒・
墜落災害などが多発しています。こ
れらの災害の防止に取り組みましょ
う。
○転倒災害の防止対策…転倒しやす
い場所の周知、無理のない姿勢での
作業など
○墜落災害の防止対策…高所作業時
の安全帯の使用、ヘルメットの着用
など
○交通災害の防止対策…余裕をもっ
た移動計画、長めの車間距離など
■問青森労働局（☎青森017・734・
4113）

障がい者法定雇用率の
引き上げ
　平成 30年４月１日から障がい者
の法定雇用率が引き上げられます。
民間企業の場合、2.1％から 2.2％
へ引き上げられます。
※対象となる事業主の範囲が、従業
員45.5 人以上に広がります。
※平成 33 年４月までには、更に
0.1％引き上げられます。詳しくは、
問い合わせを。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609〈内線 32＃〉）

郷土文学館の年末年始の休館
および臨時休館
　年末年始（12 月 29 日～１月３
日）は休館します。また、展示替え
など館内整理のため、１月４日～
11日は臨時休館します。
■問郷土文学館（☎37・5505）

移動図書館車「はとぶえ号」
停車場所の変更
　城東団地の停車場所が、青森銀行
城東支店前駐車場（第１駐車場）か
ら同支店裏の駐車場（第２駐車場）
へ変更になりましたので、確認の上
ご利用ください。
■問弘前図書館（☎32・3794）

温水プール石川の臨時休業

　プール水の交換清掃および機械設
備の保守点検のため、次の期間臨時
休業します。
▽とき　12月 25日～１月 14日
■問温水プール石川（☎49・7081）

鳥インフルエンザの発生を
防止しましょう
　鳥インフルエンザウイルスは、渡
り鳥によって海外から持ち込まれる
と考えられています。秋から冬は渡
りが始まり、本病発生の警戒が必要
となる時期ですので、次のことにご
注意ください。
【家きんを飼っている場合】
①渡り鳥や野鳥との接触を避けるた
め、野外での放し飼いをしないよう
にしましょう。また、飼育小屋は防
鳥ネット（２㎝角以下）で囲い、野
鳥が入らないようにしましょう。
②飼育小屋を定期的に消毒し、清潔
な状態で飼育しましょう。
③世話をするときには、専用の履物
や衣服を身に付け、終了後は履物、
衣服、手指の消毒をしましょう。
④家きんの死亡が続くなど異状がみ
られた場合は、すぐに「つがる家畜
保健衛生所」に連絡してください。
※家きん…鶏、アヒル、ウズラ、

スキー場情報
など

高長根レクリエーションの森
ファミリースキー場（高杉）
　ナイター設備と２基のロープト
ウ、電車を改造したヒュッテがあり、
家族で楽しめます。
▽営 業 期 間　12 月 23 日～３月
11日
▽営業時間　火・水・日曜日（冬休
み中は月曜日も）＝午前９時～午後
５時／木・金・土曜日＝午前９時～
午後９時（ナイター営業あり）
▽ロープトウ使用料　１回券＝ 50
円／７回券＝ 300 円／半日券＝
540円／１日券＝ 860円（午後５
時まで）
※ 65歳以上の市民、市内の小・中
学生や外国人留学生、障がい者は無
料。
▽休み　毎週月曜日（冬休み中は無
休）
【スキー教室】
▽とき　１月13日・14日・20日・
21日（13日は午後０時半～３時、
14 日と 21 日は午前 10 時～午後
３時、20日は午後１時～３時）
▽対象　小学生以上＝ 70人（先着
順）
▽参加料　小・中学生＝ 3,500
円／高校生以上＝ 4,000 円（４
日分の受講料および傷害保険料を
含む）
▽申し込み方法　12月15日～28
日に、参加料を添えてみどりの協
会（弘前公園内、☎ 33・8733）、
または高長根レクリエーションの森
（高杉字神原）ビジターセンターへ。
■問高長根レクリエーションの森ビジ
ターセンター（☎97・2627）

 その他
  

お詫びと訂正

　広報ひろさき 12 月１日号の
25ページ「各種スポーツ・体操
教室」内、「⑮ヒロロからだスッ
キリ実践講座（４クール目）」の
「問い合わせ・申込先」において
「（※１）」とあるのは、「（※１）（※
２）」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。 
■問健康づくり推進課（☎ 37・
3750）　

そうまロマントピアスキー場・
岩木山百沢スキー場オープン
◎スキー場情報
【そうまロマントピアスキー場】
▽営業時間　月・水・金・土曜日＝
午前 10時～午後９時（ナイター営
業あり）／火・木・日曜日＝午前
10時～午後４時
▽市民無料開放日　12 月 23 日と
３月 11日の午前 10時～午後４時
【岩木山百沢スキー場】
▽営業時間　火・木・金・土曜日＝
午前 10時～午後９時（ナイター営
業あり）／月・水・日曜日＝午前
10時～午後４時
▽市民無料開放日　12 月 23 日と
３月４日の午前10時～午後４時
～共通事項～
▽営 業 期 間　12 月 23 日～３月
18日（12月 23日～１月 14日お
よび土・日曜日、祝日は午前９時か
らの営業）
▽その他　市民無料開放日には市民
を証明できるもの（学校の名札、学
生証、免許証など）の持参を。なお、
降雪の状況により、実施できない場
合があります。
▽リフト利用料　１回券＝ 250 円
（小人・高齢者 180 円）／１日券
＝ 2,600 円（小人・高齢者 1,800
円）
※このほか、半日券、シーズン券な
どがあります。
◎シーズン券市民割引
▽対象　市内に在住する人
▽割引後の料金　①両スキー場共通
シーズン券＝大人１万 6,000 円、
小人・高齢者 8,000 円（通常料金
は大人 2万 5,000 円、小人・高齢
者１万 2,500 円）／②そうまロマ
ントピアスキー場単独市民シーズン

券＝大人 9,000 円、小人・高齢者
5,000円
※購入を希望する人は、顔写真（縦
4.7㎝×横 3.5㎝）２枚と住所を証
明できるものを、各スキー場へ提出
してください。即日交付します。両
スキー場オープンまでは、岩木山総
合公園で販売しています。「大人」
は中学生から満 65歳未満、「小人」
は小学生まで、「高齢者」は満 65
歳以上。
■問そうまロマントピアスキー場（☎
84・2020）／岩木山百沢スキー
場（☎ 83・2224）／岩木山総合
公園（☎83・2311）

市民・少年少女スキー教室
（大鰐会場） 　

　
▽とき　１月２日・３日・６日・７
日の午前 10時～午後３時（受け付
けは午前９時～）
▽ところ　大鰐温泉スキー場国際エ
リア（大鰐町虹貝字清川）
※現地集合・現地解散。受付場所は
雨池スキーコミュニティセンター２
階。
▽講師　ＳＡＪ全日本スキー連盟公
認指導員（弘前スキー倶楽部所属）
▽対象　小学生以上の市民（初心者
からエキスパートまで）
▽参加料（全４回）　5,000 円（傷
害保険料を含む。当日徴収）
▽その他　スキー用具・リフト券な
どは各自で準備を。
▽申 し 込 み 方 法　12 月 15 日～
25日に、弘前市体育協会（下白銀
町、笹森記念体育館内）、タケダス
ポーツ弘前バイパス店（城東北４丁
目）またはスーパースポーツゼビオ
弘前高田店（高田５丁目）へ。
■問弘前スキー倶楽部事務局（☎携帯
080・4519・2611）


