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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。

歯　科
5／3 弘南歯科医院
（川先４）

☎26-0888

たかち歯科小児歯
科医院（向外瀬４）

☎37-5533

4 やがわ歯科医院
（城西４）

☎39-6400

百石町デンタルク
リニック（百石町）

☎55-6480

5 明本歯科医院（大
町３）

☎35-4774

やぎはしファミリ
ー歯科（富田町）

☎36-4180

6 ひまわり歯科クリニ
ック（早稲田２）

☎29-3738

10 矯正歯科じん歯科ク
リニック（大町２）

☎37-1182

17 梅原歯科医院（土手
町）

☎32-7330

24 かなもり歯科
（中野５）

☎89-1550

31 I 歯科（富士見町） ☎32-8511

内　科
5／3 関医院中津軽診療所
（賀田１）

☎82-3006

10 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

17 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

24 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

31 場崎クリニック
（代官町）

☎38-6600

耳鼻咽喉科・眼科
5／3 宮園耳鼻科クリニ
ック（宮園５）

☎39-1133

4 のだ眼科・血管内科
クリニック（神田３）

☎33-6611

5 やすはら耳鼻咽喉
科（安原３）

☎88-0087

6 伊藤眼科（南大町２）☎36-6105
17 さとう耳鼻咽喉科
医院（田園４）

☎27-8733

31 成田眼科クリニッ
ク（森町）

☎35-5155

戦没者等の遺族の皆さんへ

　第 11回特別弔慰金が支給さ
れます。
▼支給対象者　戦没者などの死
亡当時の遺族で、基準日（令和
２年４月１日）において、「恩
給法による公務扶助料」や「戦
傷病者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金」などを受ける人（戦
没者等の妻や父母など）がいな
い場合に、次の順番による先順
位の遺族１人に支給します。
①令和２年４月１日までに戦傷
病者戦没者遺族等援護法による
弔慰金の受給権を取得した人
②戦没者などの子
③戦没者などの父母、孫、祖父
母または兄弟姉妹

　市政や市民生活に対する市民の意識・意向を把握し、施
策の企画・改善に活用するためのアンケートです。調査結
果は、今後の市政運営にとって重要な基礎資料として活用
しますので、ご協力をお願いします。
▼期間　４月16日（木）～５月11日（月）
▼対象　16歳以上の市民＝約2,600人
※住民基本台帳から無作為に抽出します。
▼調査方法　調査員が対象世帯の郵便受
けにアンケート用紙を投函し、後日、直
接回収します。
■問広聴広報課統計係（☎40-7016）

市民意識アンケートにご協力を

　岩木山をこよなく愛する人たちのフォトコンテ
ストです。自分だけの「岩木山」を撮って気楽に
応募してください。
▼条件　次のいずれかに該当する作品であること
①作品中に岩木山が入っている
②「日本で最も美しい村」岩木地区の魅力を感じ
られる（岩木山が入っていなくても可）
▼応募資格　プロ・アマ・国籍を問いません
▼応募規定　
〇サイズ＝ワイド四つ切り（四つ切り可）または
A４判のカラープリント
〇自作、未発表作品で条件①が２点まで、条件②
が１点まで
▼賞　グランプリ１作品、特選２作品、陸奥新報
社賞１作品、特別賞２作品、入選８作品、佳作
10作品、市民選賞多数に賞状と副賞を贈呈
▼応募期限　８月31日（月・必着）
▼審査方法　岩木山観光協会が審査

▼発表　９月19日（土）～10月４日（日）に、
直売所 野市里（ANEKKO、宮地字川添）で全
作品を展示
※入賞者に通知するとともに新聞で発表します。
▼応募方法　写真裏面にタイトル・撮影日・撮影
場所の（簡略に）住所・氏名・年齢・性別・電話
番号・職業を記入した紙を貼り、郵送、宅配便ま
たは持参を。
▼その他
〇作品は岩木山のPR活動、カレンダー・パンフ
レットなどの印刷物に使用する他、岩木山観光協
会のホームページに掲載します。
〇作品の版権は岩木山観光協会に帰属します。
〇作品は原則として返却しません。
■問岩木山観光協会「フォトコンテスト」係（小山
さん、〒 036-1343、百沢字裾野 124、☎ 83-
3000、 ■Ｆ 83-3001、 ■Ｅ 1625@iwakisan.
com）

岩 木 山 フ ォ ト コ ン テ ス ト を 開 催 し ま す

※戦没者などの死亡当時、生計
関係を有していることなどの要
件を満たしているかどうかによ
り、順番が入れ替わります。
④上記①～③以外の戦没者など
の三親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者などの死亡時まで、引
き続き１年以上の生計関係を有
していた人に限ります。
▼支給内容　額面 25万円、５
年償還の記名国債
▼請求期限　令和５年３月 31
日
■問福祉総務課総務係（☎ 40-
7037）

日曜朝市に出店しませんか

　市内の観光スポットにもなっ
ている日曜朝市に出店してみま

せんか。
▼開催日　６月 14日～ 10月
４日の毎週日曜日、午前６時
30分～７時 30分
※出店回数は自由です。
▼ところ　津軽藩ねぷた村こみ
せ通り（亀甲町）
▼募集期間　５月31日まで
■問青森県特産品センター（村
山さん、☎39-1811）

農作業従事者を募集します

　JA つがる弘前
および JA相馬村、
JA 津軽みらいの
無料職業紹介所で
は、りんごの生産
に従事したい人を
募集しています。

▼作業期間　５月～ 11月の収
穫終了まで
▼作業時間　原則、午前８時～
午後５時（休憩含む。時間外勤
務なし。半日や短時間など相談
に応じます。）
▼作業内容　りんご生産の農作
業
▼対象　園地まで通勤可能で、
はしごでの作業ができる人
▼賃金　園主との話し合いで決
定
▼採用方法　面接による選考
■問 JA つがる弘前農作業従事
者無料職業紹介所（☎ 82-
1052）／ JA相馬村農作業従
事者無料職業紹介所（☎ 84-
3215）／ JA津軽みらい石川
グリーンセンター（☎ 92-
3311）

福祉の仕事を
体験してみませんか

▼実施期間　令和 3年 3月末
まで
▼体験期間　1 人あたり最大
10日まで
▼対象者　福祉・介護・保育の
仕事に関心のある人

▼体験費用　無料（ただし、交
通費・食事代は本人負担）
▼申し込み方法　体験希望日の
20日前までに電話で申し込み
を。
■問青森県福祉人材センター（☎
017-777-0012）、弘前市福
祉人材バンク（☎ 36-1830）、
八戸市福祉人材バンク（☎
0178-47-2940）

仕事と育児・介護の
両立支援制度

　労働者が仕事と育児・介護を
両立することができるよう、育
児・介護休業法では、育児休業、
介護休業、子の看護休暇、介護
休暇、所定外労働・深夜業の制
限、短時間勤務等の制度を定め
ており、労働者はこれらの制度
を利用できます。
　令和３年１月１日からは、「子
の看護休暇」「介護休暇」が時
間単位で取得できるようにな
り、より制度を利用しやすくな
ります。詳しくは問い合わせを。
■問青森労働局雇用環境・均等
室（☎017-734-4211）


