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■問市立病院（☎ 34・3211、内線
164、平日の午前８時半～午後５
時）

自衛官（予備自衛官補）募集

▽受験資格　一般＝ 18歳以上 34
歳未満の人／技能＝ 18歳以上 55
歳未満で国家免許を有する人
▽受付期間　４月６日（金）まで
▽試験日　４月14日（土）
※詳しくは、問い合わせを。
■問自衛隊弘前地域事務所（城東
中央３丁目、☎ 27・3871、■Ｅ
aomori.pco.hirosaki@rct.gsdf.
mod.go.jp）

200年ほど前の弘前城の
絵図を知りませんか？
　市では、弘前城跡における史跡
整備の参考とするため、文化２年
（1805 年）に描かれた「御城郭分
間真図」に関する情報を探していま
す。絵図には、当時の弘前城内の
様子が描かれ、市立博物館が1984
年に刊行した『絵図に見る弘前の町
のうつりかわり』という図録に掲載
されていたものです。
　この絵図に似たものを持ってい
る、あるいはどこかで見聞きしたな
どの覚えのある人は、どんな小さな
情報でも構いませんので、ご連絡く
ださい。皆さまからの連絡をお待ち
しています。
 
 

■問公園緑地課（☎33・8739）

インフルエンザにご注意を

　季節性インフルエンザは、例年2
月ころ流行のピークをむかえますの

で、十分な注意が必要です。市内で
も患者報告数が増えていますので、
次のことを心掛けてください。なお、
かぜやインフルエンザに関する相談
も受け付けています。
【インフルエンザ予防対策】
①外出時はマスクを着用し、体調が
悪い時は人込みをなるべく避ける／
②帰宅したら手洗い・うがいをする
／③せき・くしゃみなどの症状があ
るときは、マスクを着用する／④過
労や睡眠不足にならないよう、また、
抵抗力を下げないよう、十分な栄養
や休養をとる／⑤室内が乾燥しない
よう気を付け、適度な湿度を保つ
【インフルエンザにかかったら】
①普通のかぜだと軽く考えず、マス
クを着用して早めに医療機関を受診
する／②外出を控え、安静にして、
休養や睡眠を十分にとる／③水分を
十分に補給する（お茶やスープなど
飲みたいもので構いません）／④せ
き・くしゃみなどの症状があるとき
は、周りの人にうつさないようにマ
スクを着用する／⑤無理をして学校
や職場へ行かない
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

架空請求にご注意を

　通販サイト事業者アマゾンなどを
かたり、携帯電話に SMS（ショー
トメッセージサービス）を送って、
金銭を支払わせようとする相談が多
く寄せられています。あせらず、ま
ずは冷静になることを心掛けましょ
う。
　相手には絶対連絡をせず、おかし
いと思ったらまず相談しましょう。
■問市民生活センター（駅前町、ヒロ
ロ３階、☎ 34・3179、午前８時
半～午後５時、月曜日は休み）

マイナンバー～個人番号カードの
交付申請をした人へ～
　個人番号カードの交付申請をした
人へ、市民課から順次交付通知書を
送付しています。届き次第、記載の
交付場所へおいでください。なお、
記載場所以外での受け取りを希望す
る人は、事前に下記までご連絡くだ
さい。
　交付を受ける際は、交付通知書と
本人確認書類（※）、住民基本台帳
カード（お持ちの人のみ）を用意し、
市民課または岩木地区の人は岩木総
合支所民生課、相馬地区の人は相馬
総合支所民生課へおいでください。
　また、交付通知書が届いてから半
年を過ぎても、個人番号カードの受
け取りがない場合は、交付取りやめ
の処理を行い順次廃棄しますので、
必要な人は、再申請をお願いします。
　詳しくは下記の問い合わせ先にご
連絡ください。
※運転免許証、旅券など顔写真付き
であれば１点。顔写真付きでない場
合、健康保険証、年金手帳、医療受
給者証など２点。
■問 市 民 課 住 民 記 録 係（ ☎
40･7020）／岩木総合支所民生課
市民係（☎ 82･1628）／相馬総合
支所民生課市民係（☎84･2113）

演奏ボランティア募集

　市立病院の院内コンサートで演奏
するボランティアを募集します。
▽日程　４月～平成 31年１月の毎
月第３金曜日、午後６時45分から
※出演はいずれか１日のみ。
▽ところ　市立病院（大町３丁目）
１階ホール
▽申し込み方法　市立病院総務課
で配布する「出演申込書」に記入
し、２月２日（必着）までに市立病
院総務課総務係へ郵送（〒 036・
8004、大町３丁目８の１）または
持参を。
※申込書は、市立病院ホームページ
からもダウンロードできます。
▽その他　音楽のジャンルは問いま
せん。出演者は面接などで決定しま
す。出演料や交通費などの支給はあ
りません。そのほか出演条件があり
ますので、詳しくは、問い合わせを。

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,171人　   （－          57）
　 男　　  79,923人　   （－           19）
　 女　　  94,248人　   （－       38）
・世帯数　 71,823世帯    （－          2）
平成 29年 12月１日現在（推計）

お詫びと訂正

　広報ひろさき１月１日号の 20
ページ「弘前学院大学国語国文
学会冬季大会」内、「葛井善蔵」
とあるのは「葛西善蔵」の誤り
でした。
　お詫びして訂正します。
■問生涯学習課（☎ 82・1641）

教室名 と　き ところ 内　容 定員・対象 参加料 問い合わせ・申込先

①産後エクササイ
ズママ＆ベビー

２月４日・18 日の午
後１時～２時

ウイング弘前
（青山５丁目）

ヨガやピラティスの要素
を取り入れ赤ちゃんとも
コミュニケーションをと
りながら動きます

生後3か月～12か
月の子どもと母親＝
10組（先着順）

1回受講
＝1,944
円／ 2回
受講＝
3,240円

事前に、ウイング弘前
（☎38・8131）へ。

②OKJわんぱく
親子体操教室

２月 11日・25日の午
後２時～３時

親子で音楽に合わせて一
緒に遊びながら、運動習
慣を身につけます

2歳～６歳の子ども
と母親＝10組（先
着順）

③OKJよちよち
親子　フィットリ
トミック

２月 11日・25日の午
後０時 45分～１時 45
分

赤ちゃんとスキンシップ
を取りながら、色んな音
楽を取り入れ親子で楽し
く運動します

生後８か月～24か
月の子どもと母親＝
10組（先着順）

④第29回弘前市
民ボウリング教室

２月11日（日）、午前
10時～正午（午前９
時半に集合）

弘前ファミリ
ーボウル
（高崎２丁目） ボウリングの基本動作な

ど 市民（初級・中級者）

1,000円
（１日だ
けの参加
は500
円）

参加料を添えて、２月８日
までに、弘前ファミリーボ
ウル（☎27・4145）フロ
ントへ。

２月12日（月・祝）、
午前10時～正午（午
前９時半に集合）

アサヒボウル
（土手町）

参加料を添えて、２月８日
までに、アサヒボウル（☎
35・0363）フロントへ。

⑤一般バドミント
ン教室

２月７日～３月14日の
毎週水曜日、午前10
時～ 11時半 弘前B&G海

洋センター（八
幡町１丁目）

バドミントンの基本動作
やゲーム、競技規則・ゲ
ーム戦略の紹介

市民＝20人（先着
順） 無料

１月31日（必着）までに、
岩木B&G海洋センター（〒
036・1332、兼平字猿沢
32の11、☎82・5700）へ。
（※１）

⑥かけっこ教室
２月14日～３月９日
の毎週水・金曜日、午
後４時半～６時

走る・跳ぶなどの全身運
動、ラダー・ミニハード
ルなどの用具を使った足
を動かすトレーニング

市内の小学1年生
～４年生＝各回20
人（先着順）

無料

１月31日（必着）までに、
河西体育センター（〒
036・8316、石渡 1丁目
19の 1、☎ 38・3200）へ。
（※１）（※２）

⑦リフレッシュ☆
ストレッチ教室

２月14日～３月28
日（3月 21日を除く）
の毎週水曜日、午後１
時半～２時半 金属町体育セ

ンター集会室

リラックスしながら身体
をほぐすストレッチ、自
宅で手軽に出来るトレー
ニングの紹介

市民＝12人程度
（先着順） 無料 １月31日（必着）までに、

金属町体育センター（〒
036・8245、金属町 1の 9、
☎ 87・2482）へ。
（※１）（※２）

⑧～認知症の予防
をしよう！～☆楽
しく健康教室☆

２月20日～３月27
日（２月13日を除く）
の毎週火曜日、午後１
時半～２時半

ストレッチと軽いリズム
体操、遊びを取り入れた
楽しいゲーム（脳トレ）
など

市民＝10人程度
（先着順） 無料

⑨初心者水泳教室
２月 16 日～３月 16
日の毎週金曜日、午後
１時～２時 温水プール石

川（小金崎村
元）

水慣れから呼吸なしのク
ロールまで

水泳初心者の市民＝
10人（先着順）

無料

１月30日（必着）までに、
温水プール石川（〒036・
8123、小金崎字村元125、
☎ 49・7081）へ。
（※１）（※２）⑩水泳教室（平泳）

２月13日～３月１日
の毎週火・木曜日、午
前10時～ 11時

平泳基本泳法
市民（クロールで
25メートル泳げる
人、平泳初心者）
＝15人（先着順）

 各種スポーツ・体操教室

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※２…家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。各自傷害保険に加入を。

名　称 と　き ところ 内　容 問い合わせ・申込先

今先生の無料健康相
談

２月３日・17日の午後１
時～４時（時間指定不可）

ヒロロ（駅前町）
３階健康広場相
談室

からだのことなどで気になることや、健康広場の
セルフチェックコーナーの測定結果についての相
談（事前の予約が必要）

健康広場
（☎35・0157）

相続登記に関する無
料相談

２月１日～28日（土・日
曜日、祝日を除く）

県内の各司法書
士事務所

相続登記に関する相談（事前の予約が必要）
※初回は無料ですが、２回目以降や具体的な手続
きは有料。

青森県司法書士会（☎青
森017・776・8398）

 各種無料相談

▼

御
城
郭
分
間
真
図

有 料 広 告 有 料 広 告


