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前10時～午後３時
▼内容　登記、相続、近隣・家
庭・学校・子どもに関する悩み
事など
▼相談員　法務局職員、公証人、
弁護士、司法書士、土地家屋調
査士、人権擁護委員
◎「遺言」についての講演会
▼とき　10 月６日（日）、午
前10時～ 10時 50分
▼講師　青森公証人合同役場公
証人
◎「相続登記」についての講演会
▼とき　10 月６日（日）、午
前11時～ 11時 50分
▼講師　青森県司法書士会所属
司法書士
～共通事項～
▼ところ　青森地方法務局（青
森市長島、青森第二合同庁舎内）
※いずれも予約優先。
■問青森地方法務局総務課（☎
017-776-6231）

危険物取扱者試験と
事前講習会

【危険物取扱者試験】
▼とき　① 11 月２日（土）、
②令和２年１月25日（土）
▼ところ　弘前東高等学校（川
先４丁目）
▼種類　甲種（受験資格あり）
／乙種（第１類～第６類）／丙種
※乙種・丙種は受験資格なし。
▼受 験 料　甲種＝ 6,500 円
／乙種＝ 4,500 円／丙種＝
3,600円
▼受付期間　①９月20日（金）
～ 30 日（月）〈インターネッ
トによる電子申請は９月 17日
（火）～ 27 日（金）〉／② 12
月 13日（金）～27日（金）〈イ
ンターネットによる電子申請は
12月 10日（火）～24日（火）〉
※電子申請は消防試験研究セン
ターホームページ（https://
www.shoubo-shiken.or.jp）

から。
▼願書配付先　消防本部予防課
／最寄りの消防署・分署

【事前講習会】
▼とき　10月 17日（木）・18
日（金）の午前９時30分～午
後４時30分（２日間）
▼ところ　弘前消防本部（本町）
３階大会議室
※車で来庁の際は最寄りの駐車
場をご利用ください。
▼対象　乙種第４類の受験者の
うち受講を希望する人
▼ 受 講 料 な ど　 受 講 料 ＝
4,500 円（弘前地区消防防災
協会加入事業所は 2,000 円）
／テキスト代＝ 1,700 円（い
ずれも講習初日に徴収）
▼申し込み方法　９月 23 日
（月・祝）～10月６日（日）に、
消防本部予防課または最寄りの
消防署・分署へ。
■問消防本部予防課（本町、☎
32-5104）

10 月１日～７日は
「公証週間」　

　公証人は、国の一機関とし
て、地域住民の財産や生活を守
り、トラブルを未然に防ぐため
に次の業務をしています。手数
料は法令により定められていま
すので、安心して利用できます。
公証事務に関する相談は無料で
行っていますので、ご相談くだ
さい。

【業務内容】
〇公正証書で契約書を作り、大
切な財産を守ります／公正証書
で遺言書を作り、大切な人に遺
産を譲ります／公正証書で養育
費の給付契約書を作り、子ども
の将来を守ります／任意後見契
約書を作り、老後の安心を確保
します／会社等を設立するため
の定款を認証します／私署証書
に確定日付印を押なつし、文書

 

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
10／6 沢田内科医院
（茂森新町１）

☎37-7755

13 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

20 梅村医院（石渡１）☎32-3593
27 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻咽喉科・眼科
10
／13

やすはら耳鼻咽喉
科（安原３）

☎88-0087

27 加藤眼科クリニッ
ク（田町５）

☎31-3711

歯　科
10／6 ふじた歯科医院
（石渡４）

☎37-3118

13 渡辺歯科医院
（茂森町）

☎32-5800

14 小泉歯科医院
（高屋字本宮）

☎82-3232

20 秋元歯科クリニック
（大開２）

☎88-1513

22 石岡歯科医院
（松森町）

☎32-1078

27 福原歯科医院
（上鞘師町）

☎37-3535

日曜がん検診

 

 その他

生涯骨太クッキング講座

▼とき　10 月
11 日、11 月
15 日、12 月
６日（いずれ
も金曜日）の
午前10時～午後１時
▼ところ　弘前市保健センター
（野田２丁目）２階栄養指導室
▼内容　食生活改善推進員によ
る乳製品を使った調理実習、試
食
▼対象　３回すべてに参加でき
る市民＝15人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　エプロン､ 三角巾､
はし、筆記用具
▼申込期限　９月30日（月）
■問健康増進課（☎37-3750）

ねぷた絵描き方講習会

▼とき　10月 13日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▼ところ　市立観光館（下白銀
町）１階多目的ホール
▼講師　津軽錦絵作家協会会員
▼対象　小学生以上＝ 50 人
（先着順）
▼受講料　700円
▼持ち物　鉛筆、消しゴム、習
字筆（大・小）、ボタン刷毛
▼申し込み方法　10 月６日

（日）までに、受講料を添えて
市立観光館管理事務室へ。
※作品は弘前城菊と紅葉まつり
会場内や弘前城雪燈籠まつり会
場内に展示する予定です。
■問市立観光館（☎37-5501）

ひろさき広域出愛サポート
センター９月休日登録会

　結婚を希望する独身男女がお
見合いをする支援をしていま
す。お見合いをお手伝いする出
愛サポーターも随時募集してい
ます。
▼とき　９月22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
■問ひろさき広域出愛サポート
センター事務局（☎ 35-1123
〈日・月曜日を除く、午前 10
時～午後７時〉）

市政懇談会会場変更の
お知らせ（下町地区）

▼変更後　市民体育館（五十石
町）２階会議室
※変更前は勤労青少年ホーム。
なお、開催日時（10月２日〈水〉、
午後１時 30 分～３時 30 分）

の変更はありません。
■問広聴広報課（☎ 35-1194）

町会担い手育成塾

　町会の担い手として、子育て
世代の人に町会活動へ参加して
もらうための取り組みについて
考えます。
▼とき　10月 19日（土）
　　　　午後１時～４時30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）3
階健康ホール
▼対象　町会長、町会役員、青
少年育成委員、町会活動に興味
のある人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　10 月 11 日
（金）までに、電話かファクス
またはＥメール（氏名・町会名・
連絡先を記入）で申し込みを。
■問市民協働課（☎40-0384、■Ｆ
35-7956、■Ｅ shiminkyoudou@
city.hirosaki.lg.jp）

全国一斉！法務局休日相談所
および遺言・相続登記講演会

◎全国一斉！法務局休日相談所
▼とき　10 月６日（日）、午

の存在を証明します
■問弘前公証役場（公証人・藤部
さん、新町、☎34-3084）

　総合検診車による胃・肺・大腸がん検診を実
施します。肺がん検診は医療機関で実施してい
ませんので、受診をお勧めします。
▼とき　10月 27日（日）
▼ところ　弘前市保健センター（野田２丁目）
▼対象　40 歳以上の市民（職場で受診できる
人を除く）＝50人（先着順）

▼料金　胃がん検診＝ 1,000 円、大腸がん検
診＝ 500 円、肺がん検診＝ 400 円（市の国
保加入者は上記の料金の半額、70歳以上の人、
生活保護受給世帯の人、住民税非課税世帯の人
〈世帯全員が非課税〉、65歳から 69歳で後期
高齢者医療制度に加入している人は無料）
▼申込受付期間　９月 17 日（火）～ 10 月
18日（金）
■問健康増進課（弘前市保健センター内、☎37-
3750）

 

人の動き PopulationPopulation

  前月比
・人口 170,663人（－43）
     男 78,159人（＋19）
     女 92,504人（－62）
・世帯数 71,932世帯（＋52）

令和元年８月１日現在


