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Health Information

9月10日～16日は自殺予防週間です

秋の狂犬病予防注射・犬の登録

　国では、9月10日の世界自殺
予防デーから16日までの１週間
を自殺予防週間としています。

【当市の現状】

　全国の自殺による死亡者数
は、９年連続で減少しています
が、当市は年次により増減が顕
著です。子ども・若者関連の自
殺については、20歳以上の大
学生が多くなっています。

【市の取り組み】

　こころの健康相談（詳しく
は 25ページに掲載）や幅広い
世代が集まる場を利用し、普及

啓発グッズやリーフレットの配
布をしています。また、出前講
座「誰でもゲートキーパー講座」
を実施しています。

【弘前市自殺対策計画策定】

　市民一人ひとりが、かけがえ
のない「いのち」の大切さを考
え、人と地域の絆を強めていく
よう、関係機関、団体と連携協
力し、「誰も自殺に追い込まれ
ることのない『弘前市』の実現」
のために、今年度、自殺対策計
画を策定しました。
　自殺の原因は一つではなく、
さまざまな悩みが重なりあった

末の死とされています。そのた
め、自殺対策は保健、医療、福
祉、教育、労働や関連施策との
連携が必要です。市では複数の
機関が連携して支援する際、次
の相談先へ確実につなげるため
に、「つながるシート」を作成
しました。　
　また、さまざまな悩みに対応
できるよう、自殺対策計画には
相談窓口一覧も掲載していま
す。詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
■問い合わせ先　健康増進課
（弘前市保健センター内、☎
37-3750）

月　日 実　施　場　所 時　　間
9 月８日
（日） 弘前市保健センター前 10:00 ～ 12:00

9 月９日
（月）

常盤野小中学校前
百沢担い手センター前
上弥生集会所前
愛宕多目的集会所前
宮地研修館前
五代多目的集会所前
岩木庁舎車庫前　
一町田多目的集会所前　
熊嶋多目的集会所前
駒越会館前

10:00 ～ 10:10
10:25 ～ 10:35
10:55 ～ 11:05
11:20 ～ 11:30
11:40 ～ 11:50
12:00 ～ 12:10
13:20 ～ 13:35
13:45 ～ 13:55
14:05 ～ 14:15
14:25 ～ 14:35

9 月 10日
（火）

黒土コミュニティセンター前
相馬ふれあい館前
利雪創造センター前
兼平公民館前
鳥井野多目的集会所前
茂森新町公民館前
西交流センター前
市民体育館駐車場

10:00 ～ 10:10
10:35 ～ 10:45
11:00 ～ 11:10
11:25 ～ 11:35
11:45 ～ 11:55
13:05 ～ 13:15
13:25 ～ 13:35
13:45 ～ 14:05

9 月 11日
（水）

市役所裾野出張所前
つがる弘前農協旧北支店前（元鬼沢支店）
つがる弘前農協旧高杉支店前
独狐農業研修会館前
蒔苗町民会館前
土堂集会所前
藤代公民館前
宮園第二団地集会所前（宮園公園向い）

10:00 ～ 10:10
10:25 ～ 10:35
10:55 ～ 11:05
11:15 ～ 11:25
11:35 ～ 11:45
12:55 ～ 13:05
13:15 ～ 13:25
13:40 ～ 13:50

月　日 実　施　場　所 時　　間
9 月 11日
（水） 弘前市保健センター前 14:00 ～ 14:20

9 月 21日
（土） 弘前市保健センター前 10:00 ～ 12:00

9 月 25日
（水）

市役所石川出張所前
大沢町民会館前
堀越公民館
泉野多目的広場コミュニティ施設駐車場
千年公民館前
千年交流センター前
松原集会所前
取上３丁目貴船神社前

10:00 ～ 10:15
10:30 ～ 10:40
10:55 ～ 11:05
11:15 ～ 11:50
13:00 ～ 13:10
13:20 ～ 13:30
13:40 ～ 13:50
14:05 ～ 14:15

9 月 26日
（木）

金属町体育センター駐車場
桜ヶ丘中央集会所前
緑ヶ丘集会所前
桔梗野会館前
新楮町々会児童館前
城東５丁目天理教弘前分教会前
つがる弘前農協本店前
福田町会集会所前
つがる弘前農協和徳支店前

10:00 ～ 10:15
10:25 ～ 10:35
10:45 ～ 10:55
11:05 ～ 11:20
11:35 ～ 11:45
12:55 ～ 13:05
13:15 ～ 13:25
13:35 ～ 13:45
14:00 ～ 14:10

9 月 27日
（金）

笹舘町会集会所前
市役所新和出張所前
三省地区交流センター前
宮舘町民会館前
市役所船沢出張所前
向外瀬集会所前
堅田集会所前
弘前市総合学習センター駐車場

10:00 ～ 10:10
10:30 ～ 10:40
11:00 ～ 11:10
11:30 ～ 11:40
11:50 ～ 12:00
13:10 ～ 13:20
13:30 ～ 13:40
13:55 ～ 14:25

　犬の飼い主は、狂犬病予防法により、飼い犬の生涯１回の登録と毎年１回の狂犬病予
防注射を受けることが義務付けられています。飼い犬には必ず予防注射をしましょう。
▼集合注射料金（１頭）＝ 3,100 円（注射料 2,550 円、注射済票交付手数料 550
円）／新規登録料（１頭）＝3,000円
※釣り銭のないようご協力ください。
■問い合わせ先　健康増進課（野田２丁目、弘前市保健センター内、☎37-3750）
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ひろ♡レポ
  Hirosaki ♡ Reporters

ひろ♡レポとは…若者目線で弘前のことを伝えようと発足した、本コーナーを担当する大学生グループです。

こんにちは！ひろ♡レポです。9月に入り、暑い日が続いていますが、
そんな暑さなんて関係なく働いているカッコイイ人が弘前にはたくさんいます！

今回は交通インフラで私たちを支えてくれている『弘南鉄道』さんに取材へ行ってきました！

～～今だけ！ここだけ！イベント列車！～～

☆弘南鉄道の熱い想い
イベント列車は地域貢献や若者に鉄道に興味を持ってほ
しいという思いで実施している事業です。地域のために
頑張る弘南鉄道のイベント列車で、この夏、最高の思い
出を作ってみませんか !?

弘南鉄道の魅力に迫る！！
今月の
テーマ♥

みなさんはどこまで知っていますか？

・夏はビール列車として弘南線の弘前⇔黒石を走りなが
ら景色とお酒を楽しむことができる
・車内にはカラオケや色の変わるライトが完備！
・30人以上の団体では列車の貸し切りが可能！貸し切
り飲み放題付きで 1人 4,000 円。時間やコースも選べ
る！

営業課長 工藤司 ( くどうつかさ ) さんに伺いました！

～～弘南鉄道を支えている技術～～

車両区長 工藤竹則 (くどうたけのり )さんに伺いました！

　車輪は 4年のサイクルで修理しています。機械で 1つ 1.2t
の車輪を削ることでキズやへこみを取り除きます。この他にも
「旋盤（せんばん）」という機械で車輪のディスク盤を整えるな
ど、さまざまな技術がありますが、このような技術はとても繊
細で、習得するには何年もかかります。

▲旋盤（せんばん）

▲車輪

☆他社にはない弘南鉄道の技術力とは??
→車輪を自社で修理していること！！
（実は、自社で車輪を修理している鉄道会社はとても珍しいそうです）

弘南鉄道株式会社
＊本社所在地＊　〒 036-0103　青森県平川市本町北柳田 23－ 5　☎ 0172-44-3136
＊路線＊　弘南線：弘前～黒石　　大鰐線：中央弘前～大鰐
＊ホームページ＊　https://konantetsudo.jp/

弘南鉄道は“少数精鋭の会社”で、少ない人手で技術を継承しながら私たちの生活を支えてくれています。
鉄道離れが進む今、少しでも鉄道を知ってもらいたい。そのきっかけの一つにイベント列車があり、その列
車全体を支えるための技術や働く人々の存在がある…！みなさんもぜひ、利用してみてください。

編集後記

この夏最高の思
い出になること
間違いなし♪


