
12 13広報ひろさき　２０２０.６.１5

●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

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　６月28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〉）

下水道の処理区域が広がり
ます

　７月１日（水）から公共下水
道の処理区域が広がります（対
象…乳井字乳井、鳥井野字川村、
龍ノ口字村元、龍ノ口字左り田
の各一部）。

　市内で年間 100頭以上の捕獲件数があるアライグマ。農
作物や家屋への被害が確認され、病気を運ぶ場合があり、大
変危険です。

　新たな処理区域の皆さんに
は、下水道の接続などについて
のお知らせを送付しますので、
早めの水洗化にご協力くださ
い。
　水洗化工事に必要な資金の融
資あっせん制度などがあります
ので、お問い合わせください。
■問上下水道部営業課給排水係
（☎55-6895）

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ

　一人でも多くの人の献血への
ご協力をお願いします。

【献血バス】
　献血バスを受け入れることが
できる事業者を募集していま
す。献血バスの大きさは長さ
11ｍ、幅３ｍ、高さ 3.5 ｍで
す。検討していただける場合は、
弘前市保健センター（☎37-
3750）または青森県赤十字血液
センター献血推進課（☎017-
741-1512）までご連絡くださ
い。

【献血 Web 会員サービスラブラ
ッドの会員募集】
　ラブラッドの会員は、インタ

ーネットで献血後の血液検査の
結果の照会や成分献血の予約な
どができるほか、献血に関する
イベントやキャンペーンの情報
を受け取ることができます。ま
た、全国統一のポイントを貯め
て記念品と交換することもでき
ます。登録は、献血Web会員
サービスラブラッドのホームペ
ージ (https://www.kenketsu.
jp/Login）から。

【セミナー】
　「赤十字って何をしている
の？」、「献血って具体的にどう
するの？」など、学校や事業所、
地域のイベントなどへ伺い、皆
さんの疑問に答えます。献血が
できるできないは関係ありませ
んので、お気軽にお問い合わせ
ください。
■問青森県赤十字血液センター（島
田さん、☎017-741-1512）

水辺サポーター制度

　県では、河川・海岸で清掃や
草刈りなどを行う団体を支援し
ています。
▼支援内容　①ごみ袋、軍手な
どの提供や集積されたごみの処

理、②活動団体名を記した看板
の設置、③ボランティア保険の
加入
■問 青森県県土整備部河川砂
防課企画・防災グループ（☎ 
017-734-9662）、中南地域
県民局地域整備部河川砂防施設
課（☎34-1283）

創業・起業支援制度説明会
および起業家座談会

▼とき　７月７日（火）、①支
援制度説明会…午後４時～５時
／②起業家座談会…午後５時～
６時
▼ところ　市民会館（下白銀町）
２階中会議室
▼定員　30人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　県ホームペー
ジ（https : //www.pref .
aomor i . l g . jp /sangyo/
s h o k o / s u p p o r t _ f o r _
entrepreneurs.html）に掲
載している申込用紙に必要事項
を記入の上、ファクス、Ｅメー
ルで申し込みを。電話での申し
込みも受け付けます。

■■問問県商工労働部地域産業課創業
支援グループ（☎ 017-734-
9374、 ■Ｆ 017-734-8107、
■Ｅ chi ik isangyo@pref .
aomori.lg.jp）

放送大学 10 月入学生募集

　 放 送 大 学
は、ＢＳ放送
やインターネ
ットを利用し
て授業を行う

通信制の大学で、心理学・福祉・
経済・歴史・文学・情報・自然
科学など幅広い分野を学ぶこと
ができます。現在、2020年度
第２学期（10月入学）の学生
を募集しています。
▼出願期限　９月 15日（火・
必着）
※詳しい資料を無料で配布して
います。なお、放送大学のホー
ムページ（https://www.ouj.
ac.jp）からも資料請求・出願
ができます。
■問放送大学青森学習センター
（〒 036-8561、 文京町３、
弘前大学コラボ弘大７階、☎
38-0500）

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　169,253人
 　男  　  77,413人 　男  　  77,413人
 　女 　女 　    　   91,840人91,840人

令和２年５月１日現在（推計）令和２年５月１日現在（推計）
・世帯数  72,229世帯　・世帯数  72,229世帯　

（ 514）（ 514）
（ 313）（ 313）
（ 201）（ 201）
（ 513）（ 513）

 

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
7／5 佐藤内科小児科取

上医院（取上２）
☎33-1191

12 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

19 伊東クリニック
（元大工町）

☎32-0630

26 弘前温泉養生医院
（真土字勝剣林）

☎82-3377

耳鼻咽喉科・眼科
7／12 なんば耳鼻科咽喉

科（高田５）
☎55-8749

26 たかはし眼科
（紺屋町）

☎31-3456

歯　科
7／5 いちむら歯科医院
（取上２）

☎31-0756

12 くりの木デンタル
クリニック（新町）

☎88-7676

19 弘前インター歯科
クリニック（石川
字平岡）

☎55-8214

23 杉山歯科クリニッ
ク（泉野２）

☎55-0811

24 あまない歯科医院
（神田１）

☎88-6400

26 遠藤歯科
（代官町）

☎36-5560

アアラライイググママにに

注意！

〇絶対近づかない！
　狂犬病やアライグマ回虫な
どを持っている場合がありま
す。触ろうとしたり、追いか
けたりしないでください。

アライグマを見かけても

〇絶対食べ物を与えない！
　人に慣れると人を怖がらなく
なり、人の生活圏にすみ着いて
しまう可能性があります。食べ
物を与えないでください。
■問農作物への被害について…
農村整備課（☎ 40-4155）／
その他の被害について…環境課
（☎36-0677）

　インターネットで予約し、
健（検）診を受診した人へ
Quoカード 500円分をプレ
ゼントします。
▼対象者　市の健（検）診を
インターネットで予約し、受
診した人（年度内１回のみ）
▼対象健（検）診　特定健診、
後期高齢者健診、各種がん検
診、20・30代健診
※市内医療機関での各種健

（検）診、検診バスによる地
区での巡回がん検診（胃・肺・
大腸）はインターネット予約
できません。
　詳しくはインターネットで
「弘前市集団検診」と検索す
るか、毎戸配布している「健
康と福祉ごよみ」をご覧くだ
さい。
■問 健 康 増 進 課（ ☎ 37-
3750）

健診をインターネット
で予約しませんか


