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▼ところ　中央公民館岩木館
（賀田１丁目）２階大ホール
▼定員　180人（先着順）
▼受講料　無料
■問１月29日までに、農政課（☎
40-0504）へ。

鶏を含む家畜を飼養する皆さ
んへ～定期報告の時期です～

　「家畜伝染病予防法」により、
鶏を含む家畜の飼養者は、毎年
定期報告が義務付けられていま
すので、次の家畜の飼養者は忘
れずに報告してください。
▼報告対象　①鶏（青森シャモ
ロック、比内地鶏、烏骨鶏〈う
こっけい〉、軍鶏〈しゃも〉、チャ
ボ、声良鶏〈こえよしどり〉な
どを含む）、アヒル、ウズラ、
キジ、ホロホロ鳥、七面鳥、ダ
チョウなど、②鳥類以外（牛、
馬、豚、ヤギ、めん羊、イノシ
シ、シカ）
▼報告内容　令和２年２月１日
時点の頭羽数
▼報告様式　「定期報告書」様
式は該当者へ郵送します。ま
た、つがる家畜保健衛生所
ホームページ（http://www.
pref.aomori.lg.jp/soshiki/
kenmin/tsu-kaho/tsu-
kaho_HP.html）にも掲載し
ています。
▼報告方法　２月 21 日まで
に、郵送か持参で農政課へ。
■問農政課（〒 036-8551、上
白銀町１の１、市役所３階、☎
40-0504）／つがる家畜保健
衛生所（☎0173-42-2276）

20・30 代健診を
受診しましたか？

　生活習慣病の早期発見と重症
化予防のため、年に一度の健診
で自分の状態を確認しましょ
う。

地域未来創生塾＠中央公民館

▼日程　２月 12日（水）＝第
９回「この日本語、ちょっと変っ
て、どうしてわかるの？習って
もいないのに！」／２月 26日
（水）＝第 10 回「人口 80 万
人時代の青森を生きる～経済学
者からのメッセージ」
※時間はいずれも午後６時 30
分～８時。
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）第３会議室
▼講師　第９回＝木村宣美さん
（弘前大学人文社会科学部教授）
／第10回＝李永俊さん（同教授）
▼対象　高校生以上の市民＝
30人
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 中央公民館（☎ 33-6561、
火曜日は休み）／弘前大学人文
社会科学部地域未来創生セン
ター（☎ 39-3198、平日の午
前10時 15分～午後５時）

ひろさきコミュニティ・ラボ
in TOKYO

　弘前に関心のある、おおむね
20 ～ 30 代の人を対象に交流
会を開催します。首都圏に当市
出身や市内の学校を卒業された
知り合いがいる人は、周知のご
協力をお願いします。
▼とき　2月 15日（土）
　　　　午後1時30分～4時
▼ところ　スペース銀座（東京
都中央区銀座１丁目、銀座グラ
スゲート２階）
▼内容　ひろさきトピックスな
どの紹介、ゲストトーク、やわ
ラボ（交流会）。
▼定員　20人

▼ところ　弘前市医師会健診セ
ンター（野田２丁目）
▼内容　問診、身
体計測、血圧、血
液検査、尿検査、
診察など
▼対象　職場などで生活習慣病
に関する健診を受診する機会の
ない20～ 39歳の市民
▼料金　500 円（市国保加入
者は無料）
■問受診希望日の 10日
前までに、電話か市
ホームページで、弘前
市保健センター（健康増進課、
☎37-3750）へ。
※毎月１回託児日・女性限定日
があります。

市立病院からのお知らせ

【眼科の休診】
　当院眼科は、医師の確保が困
難となるため、４月１日から休
診することになりました。ご不
便をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
■問 市立病院医事課（☎ 34-
3211、内線 114）

プラザ棟 eco
フリーマーケット出店者募集

▼とき　３月14日（土）・15
日（日）、午前10時～午後２時
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟２階研修室
▼募集区画　15区画
▼出店料　無料
■問 １月 26 日～２月 23 日に、
申込用紙に必要事項を記入の
上、持参か郵送またはファク
スで、弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（〒036-8314、
町田字筒井６の２、☎ 36-
3388、■Ｆ 31-5235、午前９時
～午後４時、月曜日は休み）へ。
※申込用紙はプラザ棟で配

布しているほか、プラザ棟
ホームページ (http://www.
city.hirosaki.aomori.jp/
kankyoseibi/plaza/） か ら
ダウンロードできます。申し込
み多数の場合は抽選で決定し、
２月 26日以降、申込者全員に
結果を連絡します。

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！

▼とき　２月 27日（木）・28
日（金）、午前 10 時～午後４
時（２日間の受講が必要）
▼ところ　岩木文化センター
「あそべーる」（賀田１丁目）
▼定員　80人（先着順）
▼受講料　無料（ただし事前に
テキストの購入が必要）
▼申し込み方法　１月 27日～
２月７日に、消防本部予防課か
最寄りの消防署・分署で申し込
みを。
※詳しくは弘前地区消防事務組
合ホームページ（http://www.
hirosakifd.jp/）で確認を。
■問弘前消防本部予防課（本町、
☎32-5104）

津軽広域水道企業団の入札
等参加資格審査申請受付

　令和２・３年度の申請を受け
付けします。
▼対象　建設工事の請負、測量・
設計などの建設関連業務、清掃・
保安などの点検業務、製造の請
負や物件の買入など
▼有効期間　令和２年９月１日
～令和４年８月31日の２年間
▼受付期限　３月２日
▼申請方法　各対象の「入札等
参加資格審査申請書」に必要書
類を添付して、津軽広域水道
企業団津軽事業部総務課へ提
出を。詳しくは津軽広域水道
企業団ホームページ（http://

▼ゲスト　野口拓郎さん（弘前
圏域移住交流デザイナー）ほか
▼参加料　無料
■問 2 月 7 日までに、
電 話 か E メ ー ル ま
たは申し込みフォー
ム（https://forms.gle/
PMCUeLZNTUq5Y4iZA）
で、弘前市東京事務所／ひろさ
き移住サポートセンター東京事
務所（☎03-6256-0801、■Ｅ
tokyo@city.hirosaki.lg.jp）
へ。

１月26日は「文化財防火デー」

　文化財を火災などの災害から
守るため、消防訓練を行います。
訓練の際、消防車がサイレンを
鳴らして走りますが、火災と間
違わないようご注意ください。
▼とき　１月26日（日）
　　　　午前10時～
▼ところ　革秀寺（藤代１丁目）
■問文化財課（☎82-1642）

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

▼とき　１月26日（日）
　　　　正午～午後４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室A
※事前の申し込みは不要。
■問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター（☎ 35-1123、日・月
曜日、祝日を除く、午前 10時
～午後７時）

動物駆逐用煙火消費保安
講習会

　鳥獣などの追い払いに使用す
る花火などの適正な取り扱い方
法を学びます。参加者には煙火
を無償で提供します。
▼とき　２月５日（水）、午前
10時 30分～ 11時 45分

 

人の動き PopulationPopulation

  前月比
・人口 170,365人（－80）
     男 77,991人（－32）
     女 92,374人（－48）
・世帯数 72,023世帯（ －２）
令和元年12月１日現在（推計）

 

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

◎予定が変更となる場合があり
ますので、受診する際は事前に
弘前市医師会・弘前歯科医師会
ホームページや電話でご確認く
ださい。
◎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
２／２ 関医院中津軽診療所
（賀田１）

☎82-3006

９ さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

16 場崎クリニック
（代官町）

☎38-6600

23 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻咽喉科・眼科
２／９ おおた眼科（駅前町）☎38-2333
16 あきた耳鼻咽喉科ク

リニック（南城西２）
☎32-2332

歯　科
２／２ 清歯科医院（青山５）☎37-8020
９ 松山歯科医院
（富田3）

☎33-2020

11 くどう歯科（茂森町）☎31-0120
16 やまざき歯科医院
（大清水４）

☎39-6666

23 弘南歯科医院
（川先４）

☎26-0888

24 たかち歯科小児歯科
医院（向外瀬４）

☎37-5533

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

www.tusui.jp/tsugaru/） で
確認を。
■問津軽広域水道企業団津軽事業
部総務課（〒 036-0342、黒
石市石名坂字姥懐２、☎ 52-
6033）

 

 その他


