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　感染症対策には、風邪や季節性インフルエンザ
対策同様、一人一人の咳エチケットや手洗いなど
の実施が重要です。加えて、集団感染を防ぐため
には、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごす
ような空間」、「不特定多数の接触する恐れが高い
場所」に集まることを避ける必要があります。
　集団感染を起こさない空間づくりをするため
に、次の３つを意識しましょう。
※咳エチケットとは…咳・くしゃみをする際に、
マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口
や鼻をおさえること。

❶「密閉」空間にしないよう、こまめな換気を

【窓がある場合】
　２方向の窓を数分間、全開にすることで風の流
れを作ります（換気回数は１時間に２回以上）。
　窓が１つしかない場合は、入り口のドアを開け
ることで窓とドアの間に空気が流れます。さらに、
扇風機や換気扇を一緒に使うことで、より効果的
な換気をすることができます。

【乗り物の場合】
　乗用車やトラックなどのエアコンは、「外気モー
ド」にすることで、車内の空気を循環することが
できます。また、電車やバスなどの公共交通機関
でも、窓を開けて換気に協力しましょう。

❷「密集」しないよう、人と人との距離を取りま
しょう

　他の人とは、互いに手を伸ばして届かない十分
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　新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからない中、今後も感染予防と拡大防止の徹底が求められ
ます。不要不急の外出は控えるなど、一人一人が意識を高め、感染の拡大を防止しましょう。

新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ

集団感染を防ぐために

「広報ひろさき」録音版の配布を希望する人は
 障がい福祉課（☎ 40-7036）まで。

「広報ひろさき」をアプリで読めます！
「マチイロ」で検索 (iOS・Android 対応）

な距離（２メートル以上）を取ります。スーパー
のレジなどで列に並んでいるときは、前の人に近
づきすぎないように注意しましょう。

❸「密接」した会話や発声は、避けましょう

　密接した状態での会話や発声は、ウイルスを含
んだ飛沫を生みます。対面での会議や面談が避け
られない場合には、十分な距離を保ち、マスクを
着用しましょう。また、エレベーターや電車の中
などでは、会話や携帯電話による通話をしないよ
うにしましょう。
■問い合わせは、本誌３ページ「相談窓口」に記
載の連絡先へ。

▲出典：首相官邸ホームページ
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事業者支援・生活支援

個人向け緊急小口資金等の特例について

①小規模小売・飲食業等事業継続応援補助金

　卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む従
業員５人以下の事業者が支払った、事務所・店舗
などの家賃の一部を補助します。
▼対象経費　令和２年３月～申請時点までに支
払った事務所・店舗などの月額賃料１カ月分
▼申請期間　４月30日（木）～６月30日（火）
▼補助率　10／ 10（上限 10万円）
■問い合わせ先　商工労政課（☎35-1135）

②事業者売上回復応援補助金

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りな
がら、売り上げの回復・向上を目的に実施する事
業にかかる経費の一部を補助します。
▼対象者　❶商店街振興組合、事業協同組合、商
工会議所、商工会など／❷５以上の事業者などで
構成される団体
▼事業例　事業の利用促進を図るためのパンフ
レットなどの制作／事業の周知を図るための新聞
広告などの掲載およびテレビ・ラジオCMなど
の放映／新たな事業の周知を図ることを目的とし
た顧客へのダイレクトメールなどの発送／事業の
周知および利用促進を目的としたホームページの
開設、リニューアルなど
▼補助率　9／ 10（上限 90万円）
■問い合わせ先　商工労政課（☎35-1135）

③休職者等農業マッチング緊急支援事業費補助金

【個人への支援】
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により休
職などを余儀なくされた人と農業者とのマッチン
グを行います。
▼対象者　一時休業中で雇用主から副業を認めら
れた人／業績悪化などにより解雇された人／大学
生などで飲食店などでのアルバイトが制限された
人／そのほか新型コロナウイルス感染症の影響に
より働き先を探している人など
※上記は対象者の一例。詳しくは問い合わせを。
■問い合わせ先　農政課（☎40-7102）

【農業者・農業法人への支援】
　休職や自宅待機などとなった市民などを雇用し
た際の賃金の一部を補助します。
▼交付先　市民または市内に通勤・通学する休職

者などを臨時作業員として新たに雇用する市内の
農業者・農業法人など
▼交付金額　１日あたりの賃金実支出額の２分の
１（１日１人あたり上限3,000円）
■問い合わせ先　りんご課（☎40-7105）

④小口資金特別保証融資制度（特別小口枠）

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営
の安定に支障を生じている中小企業者を対象とし
て融資を行います。
▼融資上限　300万円
▼返済期間　７年以内（据置１年以内）
▼資金使途　運転資金
▼利子および信用保証料　市が全額補助
※セーフティネット保証４号・５号、または危機
関連保証の認定が必要です。
■問い合わせ先　商工労政課（☎35-1135）

⑤緊急小口資金（特例）、総合支援資金（特例）

【生活費への支援】
　国では、新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、休業や失業などにより生計の維持が困難と
なった人に対し、生活福祉資金貸付制度における
緊急小口資金などの特例として、必要な資金を貸
し付ける制度を創設しました（下表参照）。
※必要書類など、詳しくは問い合わせを。

緊急小口資金 総合支援金（生活支援費）

貸付
対象者

新型コロナウイル
ス感染症の影響を
受け、休業などに
より収入の減少が
あり、緊急かつ一
時的な生計維持の
ための貸し付けを
必要とする世帯

新型コロナウイルス感染
症の影響を受け、収入の
減少や失業などにより生
活に困窮し、日常生活の
維持が困難となっている
世帯
※原則、自立相談支援事
業などによる継続的な支
援を受けることが要件。

貸付
上限額

10 万円以内
①世帯員の中に、
新型コロナウイル
ス感染症の罹患者
がいるとき、②世
帯員が４人以上い
るとき、③個人事
業主等の世帯など
の場合は、特例と
して 20 万円以内

単身世帯 …月 15 万円以
内
２人以上世帯…月 20 万
円以内
※貸付期間は原則 3 カ月
以内。

措置期間 1 年以内 1 年以内
償還期限 2 年以内 10 年以内
貸付利子 無利子 無利子

※本誌に掲載の情報は、令和２年４月 24日
時点の情報です。制度の詳細や、このほかの
支援策および最新情報は、各問い合わせ先や
下記のホームページでご確認ください。
■首相官邸ホームページ（http://www.kant
ei .go. jp/jp/headl ine/kansensho/
coronavirus.html）
■厚生労働省ホームページ（https://www.m
hlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00
00164708_00001.html）
■市ホームページ（http://www.city.hirosa
ki.aomori.jp/important/corona-virus.
html）

①新型コロナウイルス感染症に関する予防方法
など、一般的な相談や問い合わせについて

■青森県新型コロナウイルス感染症コールセン
ター（☎0120-123-801、随時受け付け）
■厚生労働省電話相談窓口（☎0120-565653、
午前 9時～午後９時受け付け、ファクス〈聴覚
に障がいのある人など電話での相談が難しい人向
け〉03-3595-2756）
②次の症状がある人について
●風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日（高齢
者や基礎疾患などのある人は２日）以上続いてい
る（解熱剤を飲み続けなければならないときを含
む）。
●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）
がある。

☎ 相談窓口

や水道料金の納付が困難となった場合、徴収猶予
を受けることが可能な場合があります。
　納付にお困りの人は、早めに相談を。
■問い合わせ先　市税の徴収猶予について…収納
課（☎40-7032、☎ 40-7033）、水道料金につ
いて…上下水道部お客様センター（☎55-6868）

⑧特別定額給付金（仮称）

▼給付対象者　基準日（令和2年4月 27日）に
おいて、住民基本台帳に記録されている人
▼受給権者　給付対象者の属する世帯の世帯主
▼給付額　給付対象者1人につき10万円
▼申請方法　給付金の申請は以下の2通りを基本
とします。
❶オンライン申請方式（マイナンバーカードを
持っている人が利用可能です）
❷郵送申請方式
▼申請開始日（予定）　❶５月上旬、❷５月下旬
■問い合わせ先　新型コロナウイルス感染症対策
室（☎40-2636）

【配偶者からの暴力などを理由に、住民票と異な
る場所（弘前市内）に避難している人へ】
　令和2年4月 27日までに住民票を移動できな
い場合は、申出書を提出することにより、同伴者
の分も含め、避難先で給付金を受け取ることがで
きます。別途手続きが必要です。詳しくはお問い
合わせください。
■問い合わせ先　こども家庭課（☎40-7038）

■弘前保健所「帰国者・接触者相談センター」（☎
33-8521）

■問い合わせ先　弘前市社会福祉協議会（☎
33-1161）

【生活困窮の相談】
　ひろさき生活・仕事応援センターでは、暮らし
や仕事、お金や家族についての相談に応じるほか、
個々の相談者の状況に応じた仕事のあっせんを行
います。
■問い合わせ先　生活福祉課就労自立支援室（☎
38-1260〈相談専用〉）

⑥住居確保給付金

　離職・自営業の廃止などにより経済的に困窮し、
住居を喪失した人または喪失するおそれのある人
に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給しま
す（上限あり）。
▼対象者　次の全てに当てはまる人
❶離職・廃業をした日から２年以内、またはやむ
を得ない休業などにより、収入を得る機会が減少
している／❷資産が一定額以内、かつ、収入基準
額を超える収入を得ていない／❸上記の状態にな
る前に、世帯生計を主として維持していた
※他の条件や詳細については問い合わせを。
■問い合わせ先　ひろさき生活・仕事応援センター
（☎38-1260）

⑦市税等の徴収猶予

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、市税

新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ
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TownInformation 市政情報

 

　消費者を取り巻く生活環境は、高齢世帯の増加や、インターネット、SNSの利用拡大などの進展
により目まぐるしく変化しており、さまざまな商品やサービスが提供され利便性が向上する一方で、
消費者と事業者とのトラブルも複雑化・高度化しています。
　市では、市民の安全・安心な消費生活を確保するため、市民生活センターを開設しており、平成
26年４月１日からは３市３町２村（弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村）連携による広域的な消費生活相談を実施し、広域的な情報の収集と共有により消費者被
害の未然防止や早期解決を図っています。
　また、平成 30年４月１日からは「相談窓口紹介ネットワーク」を構築し、地域と連携しながら
高齢者などの見守り体制を強化しています。これからも、相談体制の充実を図るとともに、地域住
民や関係機関との連携を深めながら、消費者被害の防止や自立した消費者の育成に向けて、消費者
行政の充実に継続的に取り組みます。

暮らすことができるよう、生活における悩みごと
の解消やさまざまなトラブルの未然防止に向け
て、消費生活センターをはじめとする各種相談窓
口を紹介する仕組みです。
　詳しくは、市民生活センター（☎ 33-5830、
☎ 34-3179）までお問い合わせください。

くらしとお金の安心相談会に
関するお知らせ

　消費者信用生活協同組合では、毎月第１水曜日
に市民生活センターでくらしとお金の安心相談会
を実施していましたが、令和２年度からは弘前事
務所で相談に応じています。
　相談の際は、事前に下記問い合わせ先までご連
絡ください。
■問い合わせ先　消費者信用生活協同組合弘前事
務所（城東４丁目５の１、ナラオカビル２階、☎
55-7795、平日の午前９時～午後５時）

無料電話法律相談会
　長時間労働、パワーハラスメント（上司が部下に
精神的・身体的苦痛を与える行為等）などの労働問
題に詳しい弁護士が、対処方法や法律知識を提供
し適切にアドバイスします。
　相談料は無料です。
【労働問題相談（雇用問題・パワハラなど）】
▼とき　６月10日（水）、午後３時～６時
▼電話番号　☎017-763-4670
■問い合わせ先　青森県弁護士会事務局（☎
017-777-7285）

市民生活センターの相談窓口
　市民生活センターでは、暮らしの中で起こる困
り事、悩み事、契約トラブル、多重債務問題など
に関する相談に応じています。相談は無料です。
気軽にご利用ください。
▼とき　午前８時 30分～午後５時（毎週月曜日
と12月 29日～１月３日は休み）
▼相談内容　消費生活、市民生活に関する相談
▼相談員　市職員
■問い合わせ先　市民生活センター（☎ 33-
5830、☎ 34-3179）

弘前市相談窓口紹介ネットワーク
　見守りが必要な高齢者などが、地域で安心して

豊かな未来へ～「もったいない」から始めよう！～５月は消費者月間です

消費者月間パネル展示
▼とき　５月22日（金）～29日（金）の午前
８時30分～午後９時（29日は午後４時まで）
▼ところ　ヒロロスクエア（駅前町、案内図参照）
▼内容　消費生活に関するパネル展やリーフレッ
トの提供・各種相談の紹介など
■問い合わせ先　市民生活センター（ヒロロ３階、
☎33-5830、☎ 34-3179）

くらしの消費者講座中止のお知らせ
　例年５月に開催しているくらしの消費者講座は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止対応などのた
め、開催しないこととしました。あらかじめご了
承ください。
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人権・行政問題は相談を

○青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）では、
毎週月～金曜日の午前９時～正午および午後１時～
４時に、常設人権相談所を開設しています。
○人権擁護委員は毎週金曜日、行政相談委員は毎週
水曜日に、市民生活センターでも相談に応じていま
す。まずは電話で問い合わせを。
■問 い 合 わ せ 先　市民生活センター（☎ 33-
5830、☎ 34-3179）

●行政相談委員…国の行政全般に対する苦情・要望
を聞き、解決の手助けをしています。
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●人権擁護委員…人権問題で困っている人からの相
談に応じています（本人の同意がある場合のみ住所を
掲載しています）。

　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、
人権相談を受けたり、人権の考えを広めたりす
る活動をしている民間ボランティアです。 
　人権擁護委員制度は、地域の中で人権が侵害
されないように配慮して人権を擁護していくこ
とが望ましいという考えから設けられたもの
で、諸外国に例を見ない制度として発足しまし
た。人権擁護委員は、現在、約１万 4,000 人
が法務大臣から委嘱され、積極的な人権擁護活
動を行っています。

人権擁護委員が表彰されました
　人権擁護委員の笹森智彦さんが仙台法務局長
から、浅利いつ子さんが青森地方法務局長から、
多年にわたり貢献された功績により、表彰され
ました。

　消費者ホットライン188（局番なし）は、
消費生活センターなどの消費生活相談窓口
を案内することにより、消費生活相談の最
初の一歩をお手伝いするものです。
　「悪質商法による被害にあった」、「ある
製品を使ってけがをしてしまった」などの
消費者トラブルで困っていませんか？
　「助成金があるので個人情報や口座情報
を教えてほしい」などの新型コロナウイル
スの感染症拡大に関連したトラブルで困っ
ていませんか？
　そんなときは一人で悩まずに、全国どこ
からでも３桁の電話番号でつながる消費者
ホットライン「188（いやや！）」にご相
談ください。専門の相談員がトラブル解決
を支援します。
■問い合わせ先　市民生活センター（☎
33-5830、☎ 34-3179）

消費者ホットライン 188 のご利用を
～一人で悩まず、まずは相談～

▲消費者庁　消費者ホットライン 188
イメージキャラクター　イヤヤン

「泣き寝入りは超いや
や（188）！」 で 覚
えてください。
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市民の皆さんから
公募します

　社会教育行政に広く市民の意見を反映させるた
め、社会教育委員を公募します。
▼応募資格　市内に住所を有する20歳以上の人
（市の他の附属機関の委員、市議会議員、市職員
〈退職者を含む〉は除く）
▼募集人員　２人（男性１人、女性１人）
▼募集期間　５月15日（金）～６月８日（月）
▼職務　社会教育の諸計画の立案、青少年の特定
事項に関する助言・指導など
▼任期　８月１日から２年間
▼会議開催　平日の日中２時間程度、年３回開催
予定
▼報酬など　会議１回の出席につき、報酬１万円
と交通費を支給
▼応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵
送か持参、またはEメールで提出を。
①住所・氏名（フリガナ）・生年月日・性別・職業・

電話番号・メールアドレス・主な職歴
②小論文「地域の発展を支える人づくりを実現す
る社会教育についてあなたが考える具体的な方
策」について、応募動機を含めて述べてください
（800字程度）。
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市
ホームページに掲載しているほか、生涯学習課
（岩木庁舎２階）、市民課総合案内（本庁舎1階）、
各市立公民館・図書館、市立博物館、総合学習セ
ンターで配布しています。
※応募用紙は返却しませんので、あらかじめご了
承ください。
▼選考方法　選考委員会で選考し、結果を応募者
全員に通知します。
■問い合わせ・提出先　生涯学習課（〒 036-
1393、賀田１丁目１の１、☎82-1641、Eメー
ル shougai@city.hirosaki.lg.jp）

TownInformation 市政情報

弘前市社会教育委員を募集

　弘前版図柄入りナンバープレートの交
付が、5月 11日（月）から開始しました。
　デザインは「弘前城・桜色のお堀と岩
木山」で弘前地域を代表するイメージで
ある弘前城や桜、岩木山が描かれ、春の
華やかな弘前の一面を表しています。
　あなたの車も弘前版図柄入りナンバー
プレートを付けて走ってみませんか。走
る広告塔として、弘前の魅力を発信して
いきましょう。
▼申し込み方法　近くの自動車販売店・
整備工場に手続きの代行を依頼するか、
インターネットで「図柄ナンバー申込サー
ビス（http://www.graphic-number.jp）」
にアクセスし、申し込みを。
▼交付手数料
・登録自動車…7,680円
・軽自動車…8,440円
・大型自動車…11,800 円

　　　　図柄入りナンバープレート

交付が開始しました！

※ 1,000 円以上の寄付（地域の交通サー
ビス改善・観光振興に活用）で、フルカラー
版が選択できます。
▼その他
○新車・中古車の購入時だけでなく、現
在乗っている車にも取り付け可能です。
○自ら希望する番号も取り付けることが
できます。
■問い合わせ先
○登録自動車…青森運輸支局（☎ 050-
5540-2008〈土・日曜日、祝日は休み〉）
○軽自動車…軽自動車検査協会青森事務
所（☎ 050-3816-1831〈土・日曜日、
祝日は休み〉）
〇その他…地域交通課（☎35-1102）

あなたの力を
市政のために 家計改善支援員（会計年度任用職員）募集

　家計改善支援事業として行う家計に関する相
談、家計管理に関する指導などに従事する会計年
度任用職員を募集します。
▼募集人員　１人
▼雇用期間　８月１日～令和３年３月 31日（更
新あり）
▼勤務時間　午前8時30分～午後５時のうち実
働７時間（週35時間）
▼勤務場所　就労自立支援室（駅前町、ヒロロ３
階）
▼応募条件　パソコン（ワード・エクセル）の一
般操作ができる人。ファイナンシャルプランナー
の資格などを有していればなお良い。家計改善支
援に関する知識または経験がなくても応募可能で
すが、業務に関する知識を得ようとする積極的な

姿勢が求められます。
▼休日　土・日曜日、
祝日、年末年始
▼申し込み方法　６
月 25 日（木）の午
後５時（必着）まで
に、市販の履歴書に
必要事項を記入し、
郵送または持参を（受け付けは、平日の午前８時
30分～午後５時）。
※募集要項は就労自立支援室で配布しているほ
か、市ホームページにも掲載しています。
■問い合わせ・提出先　就労自立支援室（〒036-
8003、駅前町９の２、ヒロロ３階、☎ 36-
3776）

　地震や武力攻撃などの発生に備え、情報伝
達試験を全国一斉で行います。
　当市では防災行政無線から試験放送が流れ
ます。
※今年度は計３回の試験が予定されており、
今回が１回目になります。
▼とき　５月20日（水）、午前11時ごろろ

※気象状況などによっては中止することがあ※気象状況などによっては中止することがあ
ります。ります。
※なお、防災行政無線の内容を確認する場※なお、防災行政無線の内容を確認する場
合は、無料のテレフォンサービス（☎ 40-合は、無料のテレフォンサービス（☎ 40-
7110）をご活用ください（サービス料は無7110）をご活用ください（サービス料は無
料ですが、通話料が発生します）。料ですが、通話料が発生します）。
■問い合わせ先■問い合わせ先　防災課（☎40-7100）　防災課（☎40-7100）

防災行政無線による試験放送を行います試験放送を行います

　令和２年度の市職員採用試験については、新型
コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、募集
の時期などについて現在検討しています。
　募集については、詳細が決まり次第、市ホーム
ペ ー ジ（http://www.city.hirosaki.aomori.
jp/jouhou/saiyo/）などでお知らせします。
■問い合わせ先　人事課人事研修係（〒 036-
8551、上白銀町１の１、☎35-1119）

改めて
お知らせします 令和２年度市職員募集について
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改めて
お知らせします 春の巡回がん検診中止のお知らせ

　総合検診車による春の巡回がん検診は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止の観点
から、中止とします。
　検診の代替日などについては、今後の新型コロ

ナウイルス感染症の収束状況を確認し、町会を通
じて改めてお知らせします。
■問い合わせ先　健康増進課（弘前市保健セン
ター内、☎37-3750）

希望者は
申し込みを 令和２年度弘前市奨学生の追加募集

▼対象　経済的な理由により修学が困難で、次の
①および②に該当する人
①市内に住所がある家庭の被扶養者で、令和２年
度に高等学校以上の学校（専門学校を含む）に在
学している人
②ほかの奨学金の貸与または給付を受けていない
人
▼貸与期間　令和２年４月分から、在学する学校
の正規の修学期間
▼奨学金の額
①大学（大学院、短大を含む）・専門学校＝月額
２万5,000円
②高等学校・中等教育学校後期課程＝月額１万
3,000円
▼返還方法　卒業後１年経過してから10年以内

で、月賦・半年賦・年賦のい
ずれか（無利息）
▼申し込み方法　申込書に必
要書類を添えて、６月 26 日
（金）までに、教育総務課（岩
木庁舎３階）または学務健康
課弘前分室（市役所１階）へ
提出を。
※家庭の経済状況や学力など
を基に選考し、結果を７月下
旬に通知します。
※申請書類は教育総務課、学務健康課弘前分室で
配布しているほか、市ホームページからダウン
ロードできます。
■問い合わせ先　教育総務課（☎82-1639）

　地籍調査は、土地登記の単位である「筆（ふで）」
ごとに、所有者・地番・地目および境界の調査と
測量を行い、「地籍図」や「地籍簿」を作製する
事業です。皆さんの財産である土地の保全に万全
を期するため、調査にご協力をお願いします。
▼令和２年度地籍調査実施予定地
藤代３丁目、藤代４丁目、藤代５丁目、浜の町西
１丁目、浜の町西２丁目、浜の町西３丁目
▼土地所有者へのお願い
〇あらかじめ隣接する土地の所有者と土地の境界
を確認してください。
〇土地の境界が雑草などで確認しにくい場所は、
刈り払いなどを行い、境界を明らかにしてくださ
い。
〇立ち会いの通知は登記名義人に送付しますの
で、売買などにより登記が済んでいない場合は、
早めに登記手続きをしてください。
■問い合わせ先　資産税課地籍調査係（☎ 40-
3632）

調査にご協力
ください 地籍調査～「地籍」は土地の「戸籍」です～

　市では、「弘前市協働によるまちづくり基
本条例」に基づいて、市民の皆さんが安心し
て地域活動やボランティア活動ができるよう
に、事前の申し込みが不要の保険制度を実施
しています。
▼対象　市内に活動の本拠地を置く市民活動
団体が行う活動に参加するボランティア、ス
タッフ
▼補償内容
○傷害保険…活動者自身が活動中に事故でけ
がをしたとき（事故発生から 180 日以内の

死亡、後遺障害、入院、通院に限る）＝2,000
円～ 500万円
○賠償保険…活動者または活動団体の過失に
より、他人にけがをさせたり、他人のものを
壊して、その人から損害賠償を求められ、法
律上の賠償責任を負う場合＝１事故最大２億
円
▼その他　保険金の請求には、具体的な活動
内容や事故の状況などの書面の提出が必要で
す。詳細については問い合わせを。
■問い合わせ先　市民協働課（☎40-7108）

〈町内の草刈り活動〉

弘前市市民活動保険制度弘前市市民活動保険制度知っていますか？知っていますか？

地籍調査の進め方

５月中旬
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、地域での説明会は行わず、地権者には
個別に地籍調査の概要をまとめた文書と調査
地域を示した図面を送付します。

６月上旬
から７月
にかけて

現地調査開始
・立会通知書（はがき）の送付…現地調査の
対象地や立会日時のお知らせ
・現地調査当日（※）…立会通知書に記載さ
れた対象地を調査（本人が立会できない場合
は、代理人を選任してください）

８月以降 測量を行い、地籍図・地籍簿を作製

翌年２月
中旬から
３月上旬

作製した地籍図・地籍簿の閲覧（※）…地元
の集会所および資産税課で 20 日間実施予定
↓
閲覧の結果、異議がなければ県の認証を経て
法務局へ
↓
調査結果に基づき登記簿を訂正…地籍図は公
図として法務局に備え付け

（※）の際には、本人または代理人の参加・立会・確認
が必要です。また、今後の動向次第では、閲覧時にお
いても郵送対応とする場合があります。

▼ボランティア活動の例

〈防災活動〉 〈河川などの清掃活動〉

　　新型コロナウイルス感染症に係る緊急事
態宣言と外出自粛要請などを踏まえ、４月
25日から５月 31日までの間、国保特定
健康診査および後期高齢者健康診査の実施
を中止しています。それに伴い、４月下旬
送付予定の受診券についても送付を延期し
ました。健診の受診を予定していた皆さま
にはご迷惑をおかけし大変申し訳ありませ
ん。
　６月１日の健診再開に合わせて、５月下
旬に受診券の送付を予定しています。健診

再開後はご自身の体調や感染拡大の状況を再開後はご自身の体調や感染拡大の状況を
みて受診してください。みて受診してください。
　健診内容などの詳細は「令和２年度健康　健診内容などの詳細は「令和２年度健康
と福祉ごよみ」でご確認ください。と福祉ごよみ」でご確認ください。
※感染拡大の状況により健診再開時期が延※感染拡大の状況により健診再開時期が延
期になる可能性があります。期になる可能性があります。
■問い合わせ先■問い合わせ先　国保特定健診について　国保特定健診について
…国保年金課国保健康事業係（☎ 35-…国保年金課国保健康事業係（☎ 35-
1116）／後期高齢者健康診査について1116）／後期高齢者健康診査について
…国保年金課後期高齢者医療係（☎ 40-…国保年金課後期高齢者医療係（☎ 40-
7046）7046）

健診中止と受診券の送付について健診中止と受診券の送付について
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白神山地ブナ林再生事業と
自然観察会

　世界遺産「白神山地」のブナ
林を再生するため、緩衝地帯周
辺の生育不良な杉林地の除伐や
植樹ブナ周辺の下草刈りなどの
作業、原生ブナ林の観察会を行
います。
▼とき　６月 20日（土）の午
前８時から 21日（日）の午後
５時30分まで

▼ところ　白神山地内奥赤石
▼内容　枯損木等の除伐、除去、
下草刈り、植樹、自然観察会
▼対象　市民＝30人（先着順）
※未成年者は保護者の同意が必
要。
▼参加料　500 円（損害保険
料等として当日徴収）
▼持ち物　寝袋、食料など
※詳しくは問い合わせを。
▼申し込み方法　６月 11 日
（木）までに電話、ファクスま
たはＥメール（住所、氏名、生
年月日、血液型、電話番号を記
入）で申し込みを。
■問日本山岳会青森支部（須々
田さん、☎兼■Ｆ 44-7237、■Ｅ
h.susuta@gmail.com）へ。

県民駅伝選手選考会

　第 28回青森県民駅伝競走大
会が、９月６日（日）に青森市
で開催されます。これに伴い、
弘前市陸上競技協会では、大会
での上位入賞を目指し、弘前市
代表選手選考会を行います。
▼とき　①７月４日（土）＝小
学生（集合は午後３時 30 分）
／②７月 11日（土）＝中学生
（集合は午後２時 30 分）／③
７月 18日（土）＝高校生以上
（集合は午後２時30分）
▼ところ　①・②＝運動公園（豊
田２丁目）陸上競技場／③弘前
公園
▼内容　小学生＝1.5㎞、中学
生＝３㎞、高校生以上＝男子５
㎞、女子３㎞
※申込締め切り日など詳し
くは弘前市陸上競技協会

の ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.hirosakiriku.sakura.
ne.jp/）で確認を。
■問弘前市陸上競技協会（三上
さん、☎090-2274-7516〈午
後５時以降〉）

目の見え方に関する
「サテライト相談教室」

　目の見え方で困っている人の
相談を受け付けます。目の見え
にくさを感じる子どもから大人
まで、本人はもちろん、保護者、
学校の担任の先生など気軽にご
相談ください。
▼とき　５月 21 日、６月 25
日、９月 24日、10 月 29 日、
11月 26日（いずれも木曜日）
の午前９時～午後４時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　見えにくさへの対処、
便利グッズの紹介、見え方に配
慮した育児方法、学級における

指導方法など
▼参加料　無料
※事前に「見え方の相談」と予
約してください。
■問ロービジョン相談支援セン
ター（青森県立盲学校内、☎
017-726-2239）

古文書解読講座（前期）

　弘前藩に伝わる藩
庁日記をはじめ、古
文書を初めて読む人
にも分かりやすく解
説します。
▼とき　５月 24 日、６月 14
日・28日、７月 12日・26日、
８月９日・23日、９月 13日・
27日（いずれも日曜日）の午
前10時～正午
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室

▼受講料　4,000 円（資料代
として）
※古文書解読会への入会は随時
受け付けています。
■問古文書解読会（鳴海さん、☎
36-4396）

弘前市防災マイスター育成
講座開催時期変更について

　例年、夏季に開
催している防災マ
イスター育成講座
の開催時期は下記
のとおり変更になります。
▼とき　11月～ 12月（予定）
▼ところ　市役所前川新館３階
会議室（予定）
▼受講料　無料
※講義内容・日程・申し込みに
ついては、開催時期が確定し次
第、改めてお知らせします。詳
細は市ホームページをご覧くだ
さい。なお、新型コロナウイル
ス感染症の状況等によっては開
催しない場合もありますので、
ご了承ください。
■問防災課（☎40-7100）

▼とき　６月 28 日（日）、午
前７時集合（雨天決行）
※午後６時解散予定。
▼集合・解散場所　ＪＲ弘前駅
城東口駐車場前
▼内容　大湯環状列石遺跡（秋
田県鹿角市）、伊勢堂岱（いせ
どうたい）環状列石遺跡（秋田
県北秋田市）巡り
▼対象　中学生以上の市民＝
40人
※応募者多数の場合は抽選で決
定します。
▼参加料　3,000 円
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 イベント

 教室・講座【広報ひろさきに掲載の
各種催しについて】

　広報ひろさきに掲載した
各種催し・教室などは、新
型コロナウイルス感染症の
感染予防と拡大防止の観点
から、中止や延期、変更に
なる場合がありますので、
ご了承ください。詳しくは
市のホームページで確認す
るか、各問い合わせ先へ。

▼持ち物　昼食、おやつ、飲み
物、汗ふきタオル、雨具、筆記
用具など
▼申し込み方法　６月 10 日
（水・必着）までに、郵送また
はファクス（郵便番号・住所・
氏名・年齢・性別・電話番号・「遺
跡めぐり参加希望」を記入）で
申し込みを。
■問 弘前縄文の会（今井さん、
〒036-8333、若党町75の２、
☎兼■Ｆ 32-9272）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

世界文化遺産登録をめざす縄文遺跡めぐり

【第２回文学忌】
▼とき　６月２日（火）～８
日（月）
▼内容　佐藤紅緑の文学忌
※忌日である６月３日（水）
は無料開館します。

▲佐藤紅緑（1874年～ 1949年）

郷土文学館の催し
【ラウンジのひととき】
▼とき　６月６日（土）
　　　　午後２時～３時
▼内容　菊地謙太郎さん、鈴
木愛理さんによるチェロとコ
ントラバスの二重奏
～共通事項～
▼ところ　郷土文学館（下白
銀町）
▼観 覧 料　高校生以上＝
100 円／小・中学生＝ 50
円
※障がい者、65歳以上の市
民、市内の小・中学生や外国
人留学生、ひろさき多子家族
応援パスポートを持参の人は
無料。年齢や住所を確認でき
るものの提示を。
■問 郷 土 文 学 館（ ☎ 37-
5505）



12 13広報ひろさき　２０２０.５.１5

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

第 62 回水道週間

「飲み水を　未来につなごう　
ぼくたちで」（第 62 回水道週
間スローガン）
　毎年、６月１日～
７日は弘前市水道週
間です。日常生活に
欠かせない「弘前の
水道水」の大切さに
ついて、この機会に見つめなお
してみませんか？
※例年、ヒロロ３階で開催して
いるイベントは、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止の
ため、中止とします。

【アンケート調査】
　６月１日（月）～５日（金）に、
上下水道部お客さまセンター
（岩木庁舎１階・前川新館１階）
の受付窓口でアンケートに回答
すると、ペットボトル水「ひろ
さきの水」がもらえます。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、展
覧会の開催日程を下記のとおり変更しました。
　なお、状況に応じて、今後も予定を変更する場合があり
ますのでご了承ください。
■問市立博物館（☎35-0700）

市立博物館展覧会開催日程変更のお知らせ

【家庭巡回サービス】
　６月１日（月）～５日（金）に、
ひとり暮らしの高齢者や体の不
自由な人の家庭を対象に、給水
装置の無料点検を行います。
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み先　上下水道部お客
さまセンター（☎55-6868)
■問上下水道部総務課 ( ☎ 55-
9660)

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

　結婚を希望する独身男女が会
員に登録し、お見合いをする支
援をしています。なお、来場の
際は新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のためマスクの
着用をお願いするほか、体調に
不安のある人は来場をご遠慮く
ださい。
▼とき　５月24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〉）

介護予防トレーニング教室
の休止について

　新型コロナウイルス感染症の
感染拡大状況を踏まえ、高齢者
健康トレーニング教室（ヒロロ
スクエア・ロマントピア・温水
プール石川）および筋力向上ト
レーニング教室（各公民館・交
流センターなど市内 11カ所）
は、現在休止しています。再開
時期などについてはお問い合わ
せください。　
　また、自宅でできる介護予防
の運動プログラムは、広報ひろ
さき５月１日号に掲載のほか、
市ホームページでもご覧いただ
けます。詳しくは介護福祉課へ
お問い合わせください。
■問介護福祉課自立・包括支援
係（☎40-7072）

危険物安全週間

「訓練で　確かな信頼　積み重
ね」（令和２年度危険物安全週
間推進標語）
　６月７日～13
日は危険物安全
週間です。石油
類など危険物を
取り扱う際の事故が増加傾向に
あります。事故の原因のほとん
どは、誤った取り扱いやうっか
りミスなどの人的要因です。危
険物を取り扱うときは、安全を
再確認するように心掛けましょ
う。
　消防本部では、危険物安全週
間中、危険物関係事業所の消防
訓練や立ち入り検査などを実施
します（新型コロナウイルス感
染症の感染拡大状況によって

は、内容の縮小や中止となる場
合があります）。
■問 消防本部予防課（☎ 32-
5104）

自動車税（種別割）の
グリーン化特例の改正

 
　県では、毎年６月に自動車税
（種別割）の納税通知書を送付
しています。
　自動車税（種別割）は、自動
車環境対策の観点から、排出ガ
ス性能および燃費性能の優れた
環境負荷の小さい自動車につい
ては、その排出ガス性能および
燃費性能に応じて税率を軽減（軽
課）し、新車新規登録から一定
の年数を経過した環境負荷の大
きい自動車については税率を重
く（重課）する「自動車税（種
別割）のグリーン化特例」が実
施されています。詳しくは、青
森県庁ホームページ（https://
www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/027_jidousha_green.
html）を確認するか、中南地域
県民局県税部まで問い合わせを。
■問中南地域県民局県税部納税
管理課（☎ 32-1131〈内線
233〉）

2020 年工業統計調査を
実施します

　2020年工業統計調査は、従
業者４人以上の全ての製造事業
所を対象に、６月１日時点で実
施します。
　工業統計調査は、国内におけ
る工業の実態を明らかにするこ
とを目的とする政府の重要な調
査です。新型コロナウイルス感
染症の感染防止のため、今年は
事前に調査員から事業所へ電話
調査を行い、その後、該当する
事業所へ訪問し、調査票を配布
する方法で調査を行います。

　調査内容は、統計作成の目的
以外（税の資料など）に使用す
ることは絶対にありません。
　調査の趣旨・必要性をご理解
いただき、回答をよろしくお願
いします。
■■問問広聴広報課統計係（☎ 40-
7016）

国勢調査の調査員募集

　令和２年 10月１日を調査期
日として国勢調査が実施されま
す。国勢調査は、国内に住む
全ての人と世帯を対象とする5
年に 1度の大調査です。
　調査を行うために、市では、
調査員として調査業務に理解と
誠意を持って携わってくださる
人を募集しています。
　調査結果は国や地方公共団体
が公正な行政運営を行うために
利用されるほか、さまざまな分
野で幅広く活用されています。
　日本の未来のために、ぜひ、
あなたの力を貸してください。
▼国勢調査員とは
①身分…非常勤の国家公務員
②仕事内容…一定の地域（約
40～ 100 世帯分）を担当し、
世帯に調査書類を配布・回収す
る
③従事期間…8月下旬～ 10月
下旬予定（毎日活動するもので
はなく、2カ月間の中で自分の
ペースで活動できるので、別の
仕事がある人でも可能）
④報酬…約 3～７万円（担当
する地域の数や場所により異な
ります）
▼募集条件　20歳以上で市内
で調査可能な人
▼応募方法　6 月 15 日（月）
までに、電話か窓口で申し込み
を。
※申し込み後、実際に調査をお願
いする人には、市から従事依頼を
します。調査地域の関係などによ

 

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
６／７ 沢田内科医院

（茂森新町１）
☎37-7755

14 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

21 千葉胃腸科内科医
院（石渡３）

☎36-7788

28 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻咽喉科・眼科
6／14 あきた耳鼻咽喉科ク

リニック（南城西２）
☎32-2332

28 一戸眼科医院
（富田２）

☎32-3076

歯　科
６／７ デンタルオフィス

よしだ（早稲田３）
☎26-2525

14 石岡歯科医院
（松森町）

☎32-1078

21 あおば歯科医院
（桔梗野４）

☎31-3343

28 スクエア歯科
（富田３）

☎39-4180

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  168,739人　（－1,067）（－1,067）
 男　　77,100人    （  －   633） 男　　77,100人    （  －   633）
 女 女　　　　 91,639人91,639人        （  －434）（  －434）
・世帯数 71,716世帯（  －  146）・世帯数 71,716世帯（  －  146）
令和２年４月１日現在（推計）令和２年４月１日現在（推計）

展覧会名 当初の
開催期間

変更後の
開催期間 休館日

企画展１
津軽アーティスト列伝

4月 4日～
５月 10日

4月 4日～
７月 12日

５月 18日（月）
６月 15日（月）

特別企画展１
歌川広重
二つの東海道五十三次
保永堂版と丸清版

５月 23日～
７月 12日 年度内開催中止

り、従事依頼をしない場合もあり
ますのでご了承ください。
■問広聴広報課統計係（市役所2
階、☎ 40-7016）

 

 その他
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入）で企画課（〒036-8551、
上白銀町１の１、☎26-6348、
■Ｆ 35-7956、■Ｅ kikaku@city.
hirosaki.lg.jp）へ。

新規高等学校卒業予定者
対象求人の早期申し込みを

　令和３年３月に高等学校を卒
業する生徒を対象とした、企業
の求人申し込みの受け付けを６
月１日から開始します。
　新規高等学校卒業予定者の地
元就職の促進と、優秀な人材確
保のため、早期の求人申し込み
をお願いします。
■問弘前公共職業安定所求人企
画部門（☎ 38-8609〈内線
31＃〉

看護のお仕事移動相談

　青森県看護協会ナースセン
ターでは無料職業紹介事業とし
て看護職の相談員が出向き、看
護職の人の仕事探しをサポート
しています。気軽にお越しくだ
さい。
▼とき　５月 18 日、６月 15
日、７月 20 日、８月 17 日、
９月 28 日（いずれも月曜日）
の午後１時から４時まで（随時
受け付け）
▼ところ　弘前就労支援セン
ター（駅前町、ヒロロ３階）
※青森県ナースセンター（青森
市中央３丁目）では、月曜日～

金曜日の午前９時から午後４時
まで、来所・電話・メールなど
で随時相談を受け付けていま
す。
■問青森県看護協会青森県ナー
ス セ ン タ ー（ ☎ 017-723-
4580、■Ｆ 017-735-3836、■Ｅ
aomori ＠ nurse-center.net）

転職・再就職支援カウンセ
リング

　45歳以上の人を対象に就職
活動に関する不安などをキャリ
アカウンセラーがマンツーマン
でサポートします。
▼とき　平日の午前９時～午後
４時
▼ところ　キャリアスクール
I･M･S（土手町）
▼相談料　無料
▼申し込み方法　電話かEメー
ル（氏名、年齢、電話番号を記
入）で申し込みを（要予約）。
※当職業相談は雇用保険受給資
格者の求職活動として認められ
ます。
■問ネクストキャリアセンターあ
おもり（☎017-723-6350、■Ｅ
chuukounen@ims-hirosaki.
com）

中学校の教科書見本を展示 

　来年度発行さ
れる中学校教科
書の見本を展示
します。開催期
間中は自由に閲覧できますの
で、お気軽にご来場ください。
▼とき　６月５日～19日（土・
日曜日を除く）の午前９時～午
後４時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）４階第２～第５
研修室
■問学校指導課（☎82-1644）

青森県原子力モニター募集

　県が行う原子力活動に対する
意見や要望を把握するため、青
森県原子力モニターを募集しま
す。
▼期間　令和４年３月 31日ま
で
▼内容　施設見学や意見交換会
への参加、アンケート調査等
▼対象　原子力に関心があり、
青森県原子力モニター未経験の
20歳以上の市民＝８人
※応募者多数の場合は抽選とな
ります。
■問６月５日（金）までに、持参、
郵送、電話、ファクスまたはＥ
メール（郵便番号、住所、氏名〈ふ
りがな〉、性別、生年月日、電話
番号、職業、申し込み理由を記

（※１）…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
教室名（希望コース）を記入の上、各申込先まで郵送を。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。／（※２）…室内用シューズの持参を。／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。各自傷害保険に加入を。詳しい持ち物などは各施設に確認を。

教 室 名 と　き ところ 内　容 対象・定員 参 加 料 問い合わせ・申込先

①岩木山総
合公園ヨー
ガ教室

毎週水曜日＝午
前 10 時 30 分
～正午、毎週金
曜日＝午後１時
30 分～３時

岩木山総合公
園（百沢字裾
野）ちびっこ
アリーナ　

ヨーガ、６月～
10 月の第４水曜
日はおでかけヨー
ガ

一般＝約 10
人

１回 700 円
（館内浴室利
用無料、保険
料込み）
※初回無料
体験あり。

当日まで（おでかけヨーガ
は、実施日の１週間前ま
で）に岩木山総合公園

（☎ 83-2311、■Ｆ 83-
2635）へ。
※弘前駅より無料送迎あ
り（要予約）。

②市民弓道
教室

６月～３月の毎
週木曜日、午後
７時～９時

市立弓道場（笹
森町）

弓の扱い方、基本
の動作、射技指導、
巻わら稽古、的前
稽古

有段者＝ 10
人（先着順）

1,500 円（ス
ポーツ安全
保険料を含
む）

５月 31 日までに弘前弓道
会（棟方さん、☎ 090-
9747-9350）へ。

③初心者ジ
ョギング教
室

６月４日～７月
16 日の毎週木
曜日、午前 10
時～ 11 時 30
分

運動公園内

ゆっくりペースで
のジョギングや簡
単なストレッチ

市民＝８人 無料

５月 26 日（必着）までに
運動公園（〒 036-8101、
豊田２丁目３、☎ 27-
6411）へ。

（※ 1）

④健康ウォ
ーキング教
室

６月 10 日～７
月 15 日の毎週
水曜日、午前
10 時～ 11 時
30 分

ウオーキングや、
簡単にできるスト
レッチなど

市民＝ 10 人 無料

５月 29 日（必着）までに
運動公園（〒 036-8101、
豊田２丁目３、☎ 27-
6411）へ。

（※ 1）

⑤ヒロロで
走ろう！か
けっこ教室

６月８日～ 29
日の毎週月・木
曜日、午後４時
30 分～６時

ヒロロ（駅前
町）３階イベ
ントスペース

上手に体を使うた
めの運動やトレー
ニングなど

市内の小学
生＝ 15 人 無料 ５月 28 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）⑥チェア体
操教室

６月 11 日～７
月６日の毎週月・
木曜日（６月
18 日は除く）、
午後１時～２時

河西体育セン
ター会議室

いすに座ってでき
るストレッチ、音
楽に合わせてのリ
ズム体操など

市民＝ 10 人 無料

⑦プールで
筋トレ・脳
トレ水中ウ
ォーキング
教室

６月９日～７月
14 日の毎週火
曜日、午後１時
30 分～２時 30
分

河西体育セン
ター

水中ウオーキング
の基本など 市民＝ 10 人 無料

５月 28 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）

⑧中級バド
ミントン教
室

６月 10 日～７月
15 日の毎週水曜
日、午後１時～
３時

岩木Ｂ＆Ｇ海
洋センター

基本ショット、競
技規則など 市民＝ 20 人 無料

５月 29 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）、（※ 2）

⑨スロージ
ョギング教
室

６月 13 日～７
月 11 日の毎週
土曜日、午後 1
時 30 分～ 2 時
45 分

金属町体育セ
ンター集会室

簡単なウォーミン
グアップ運動とス
ロージョギングの
姿勢や走り方

市民＝ 10 人
程度 無料

５月 30 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）

 各種スポーツ・体操教室

有 料 広 告 有 料 広 告
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