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新型コロナウイルス関連のお知らせ（令和２年７月27日現在）

　厚生労働省より新型コロナウイルス接触確認アプリ
「COVID-19 Contact Confirming Application（略称：
COCOA）」がリリースされています。
　本アプリは、利用者本人の同意を前提に、スマートフォン
の近接無線通信機能（ブルートゥース）を起動させておくこ
とにより、お互いにわからないようプライバシーを確保しな
がら、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性
について、通知を受けることができます。
　利用者は、陽性者と接触した可能性がわかることで、検査
の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。
また、利用者が増えることで、感染拡大の防止につながるこ
とが期待されます。
　自分と大切な人、地域と社会を守るために、接触確認アプ
リをインストールしましょう。

新型コロナウイルス接触確認アプリの活用を

　新型コロナウイルス感染症の陽性者が、陽
性者であることを登録すると、その陽性者と
過去 14日間におおむね１ｍ以内で 15分以
上の近接した状態の可能性があった人に通知
がされます。通知を受けた人がアプリを確認
すると接触可能性の情報を見ることができ、
症状や身近な人の状況を選択することで、検
査の受診などを案内されます。

過去14日間に過去14日間に
1ｍ以内で15分以上1ｍ以内で15分以上

アプリの利用イメージアプリの利用イメージ

　アプリをインストール
後、新型コロナウイルス
感染症の陽性が判明した
場合、同意の上で、本人
が保健所から通知された
「処理番号」を匿名で登録
します。

　利用に同意してアプリ
をインストール。

▲画面イメージ

PCR陽性PCR陽性
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新型コロナウイルス関連のお知らせ

　特別定額給付金の申請書は、基準日（令和２年
４月27日）時点の住民基本台帳に記録されてい
る全ての世帯主に宛てて、５月 29日から 30日
にかけて郵送しています。
▼申請期限　８月 31 日（月）〈当日消印有効〉

※期限を過ぎると、給付申請ができなくなります。
申請書をなくしてしまった場合や、申請書が届か
ない場合は、下記までお問い合わせください。
■問い合わせ先　新型コロナウイルス感染症対策
室（☎40-2636）

特別定額給付金の申請をお忘れなく 休職者等農業マッチング緊急支援事業費補助金

新しい生活様式を取り入れましょう

　日常生活の中で「新しい生活様式」を心がけることで、新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種
感染症の感染拡大を防ぐことができ、自分自身のみならず、大事な家族や友人などの命を守ることにつな
がります。市民の皆さんのご協力をお願いします。

　人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空
け、身体的距離を確保。

　家に帰ったらまず手や顔を洗
う。手洗いは 30秒程度かけて水
と石けんで丁寧に洗う（手指消毒
薬の使用も可 ）。

　人との間隔が十分とれない場合
は、症状がなくてもマスクを着用
する。ただし、気温や湿度の高い
夏場などは、熱中症に注意。人と
の距離を十分にとった上で、適宜
マスクを外して休憩をとる。

　毎朝の体温測定・健康チェック。発熱または風
邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養し、イ
ベントなどには参加しない。
　一人一人の健康状態に応じた運動や食事、禁煙
など、適切な生活習慣の理解・実行。

　混んでいる場所に行った後は、できるだけすぐ
着替える・シャワーを浴びる。

　こまめに換気をする（エア
コン併用で室温28℃以下に）。

　感染が流行している地域からの移動、感染が流
行している地域への移動は控える。

●「３密」の回避

●ほかにも日常生活の中で実践しましょう

●会話をするときは、できるだけ真正面を
避ける

出典：厚生労働省ホームページ　【（参考文献）森功次他：感染症学雑誌 .80:496-500（2006）】

手洗いなし
流水で 15秒すすぐ

ハンドソープで 10
秒もみ洗い後、流水
で 15秒すすぐ

「ハンドソープで 10
秒もみ洗い後、流水
で 15秒すすぐ」を
２回繰り返す

手洗いのすすめ手洗いのすすめ

水とハンドソープで、ウイルスは減らせます！

●人で混んでいる場所や時間帯を避ける

●こまめに換気

●オンラインサービスを活用

●まめに手洗い・手指消毒

●体調管理 ♥

●外出時や会話のときはマスクを着用

●地域の感染状況に注意しましょう

・咳エチケットの徹底
・不特定多数の人が触れる物への接触は控えめに
・買い物に通販や電子決済を利用
・食事に持ち帰りや宅配を利用
・料理は個々に、大皿は避けて
・公共交通機関での会話は控えめに
・仕事でテレワークやローテーション勤務を利用

 厚労省 新型コロナ詳しくは　
こちらから 検索

【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／ファクス 03-3595-
2756〈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〉）

【感染が疑われる場合】
➡以下のいずれかに該当する場合は、すぐに弘前
保健所「帰国者・接触者相談センター」（☎ 33-
8521）またはかかりつけ医に電話でご相談くだ
さい。
●息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、
高熱などの強い症状のいずれかがある場合

●重症化しやすい人（※）や妊娠中の人で、発熱
や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD
等）などの基礎疾患がある人や透析を受けている
人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人
●上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の
症状が続く場合

（令和２年７月27日現在）

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。
■厚生労働省ホームページ（https://www.
mhlw.go.jp/index.html）
■ 市 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/）

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

※手洗いの効果（イメージ図）
1/100

1/1万
1/100万

約 1 万個 数百個 数個数個

　新型コロナウイルス感染症拡大により、休職な
どを余儀なくされた市民等を農業生産現場で受け
入れた際の賃金の一部を補助します。詳しくはお
問い合わせください。
▼募集期間　随時
▼補助対象者　市民または市内に通勤・通学して
いる人で、新型コロナウイルスの影響により就労

が困難になった人を臨時作業員等として新たに雇
用した市内の農業者・農業法人等
▼補助金額　1 日あたりの賃金実支出額の 2分
の 1（上限 3,000円）
▼補助対象期間　11月 30日（月）まで
■問い合わせ・申請先　りんご課（市役所３階、
☎40-7105）

約 100 万個

いま一度見直して

みませんか？

2
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　市・県民税、軽自動車税（種別割）および固定
資産税・都市計画税の納税通知書等送付用の封筒
に掲載する有料広告を募集しています。掲載でき
る広告は、納税通知書等を郵送する性格上、いく
つかの条件があります。市ホームページでご確認
ください。
▼印刷予定枚数　約22万枚
▼掲載規格など　縦60㎜×横 105㎜、２枠
▼掲載料　１枠当たり年間16万円

　一定の条件のもと、通学区域外の市内のどこか
らでも通うことができる「小規模特認校制度」を
導入している常盤野小・中学校へ令和３年度から
就学を希望する児童を募集します。
▼就学の時期　令和３年４月１日
▼受付期間　10月 1日（木）～14日（水）
▼募集人数　小学生各学年＝若干名
【制度説明会・学校見学】
　就学を検討している人は必ず参加してください。
◎制度説明会　
▼とき　９月15日（火）の午前10時～11時
▼ところ　岩木庁舎（賀田１丁目）

▼申込期限　10月 19日（月）
■問い合わせ先　資産税課（☎40-7027）

◎学校見学　
▼とき　9月24日（木）・25日（金）の午前11
時～正午
▼ところ　常盤野小・中学校（常盤野字湯の沢）
～共通事項～
▼申込期限　開催日の３日前まで
▼その他　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します。体調に
不安のある人は連絡の上、来場をご遠慮ください。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ・申込先　学校整備課（☎ 82-
1645）

市職員募集（初級・上級追加募集）市職員募集（初級・上級追加募集）

広告を掲載
しませんか

▲封筒（イメージ図）

特色ある教育環境
で学びませんか

納税通知書等送付用の封筒の有料広告を募集します

常盤野小学校で学びたい子どもたちを募集します

Town Information 市政情報
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　市の職員を募集します。
▼第１次試験　９月 27日（日）、県立弘前
工業高等学校（馬屋町）
▼申込期限　９月２日（水・必着）
※人事課（市役所２階）で配布する受験申込
書に必要事項を記入し、郵送か持参を。受
け付けは平日の午前８時 30分～午後５時。
試験実施案内は、市ホームページ（http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/
saiyo/）に掲載しています。
■問い合わせ・提出先　人事課人事研修
係（〒036-8551、上白銀町１の１、☎35-
1119）

対象世帯の人は
申請を

期間限定で
減額します

ねたきり高齢者等への紙おむつ支給事業

文化施設の使用料を減額します

る人
▼支給内容　フラットタイプ（200枚）、テープ
タイプ（100 枚）、尿とりパッド（240 枚）か
ら１種類を選択してもらい、４月・７月・10月・
１月の３カ月おきに自宅へ配達します。
▼申請方法　申請者（家族）の印鑑を持参し、介
護福祉課（市役所１階）で手続きを。
■問い合わせ・申請先　介護福祉課高齢福祉係（☎
40-7114）

　ねたきりの高齢者や障がい者を自宅で介護して
いる世帯に、紙おむつを支給します。
▼対象世帯　自宅で①～③のいずれかに該当する
ねたきりの人を介護している市民税非課税の世帯
（生活保護世帯、施設入所者、長期入院者は除く）
①満65歳以上でねたきりの人／②身体障害者手
帳１級・２級、または療育（愛護）手帳Ａの交付を
受けているねたきりの人／③満65歳以上で要介護
認定４・５に相当する認知症により常時失禁状態にあ

　市民会館、文化会館、市民文化交流館、百石町
展示館、岩木文化センターの施設利用料を７割減
額します。
　なお、各施設とも新型コロナウイルス感染症対
策のため入場人数の制限をしています。ご理解ご
協力をお願いします。
▼実施期間　令和３年３月31日（水）まで
■問 い 合 わ せ・ 申 請 先　市民会館（☎ 32-
3374）、文化会館（☎ 33-6571）、市民文化交
流館（☎ 35-0154）、百石町展示館（☎ 31-
7600）、岩木文化センター（☎82-3214）

サイズ :

縦 60mm×横 105mm

裏

広告欄
掲載料：

１枠当たり年間 16万円

広告欄

　今年は５年に１度の最も重要な統計調査である
国勢調査の年です。日本に住んでいる全ての人が
対象です。調査結果は教育、企業などの幅広い分
野で利用され、より良い暮らしづくりに活かされ
ます。日本の「いま」を知り「未来」をつくる国
勢調査。「みんなの国勢調査」にご協力ください。
▼調査対象　令和２年 10月１日時点で、日本国
内に住んでいる全ての人（外国人を含む）および
世帯
▼回答方法等　９月14日から国勢調査員が皆さ
んのお宅を訪問し、調査書類を配布します。イン
ターネット回答は９月 14日から、調査票（紙）
での回答は10月１日から、いずれも10月 7日
までです。

　今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点からも、可能な限りインターネットもしくは郵
送での回答の提出をお願いします。詳しい内容は
国勢調査 2020 ホームページ（https://www.
kokusei2020.go.jp/）をご覧ください。
■問い合わせ先　国勢調査弘前市実施本部（広聴
広報課内、☎82-5455）

日本に住む
全世帯が対象です 国勢調査が始まります

試験職種 採用予定人数

初級

一般行政 ５人程度
建設（土木） ２人程度
建設（建築） 若干名
建設（電気） 若干名
建設（機械） 若干名

上級追加募集

一般行政 若干名
建設（土木） 若干名
建設（建築） 若干名
建設（電気） 若干名
建設（機械） 若干名

調査書類を
配布します
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●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

 イベント

弘前工芸舎メインテーブル
企画展

【白神ガラス工房　ガラスの手
仕事展】
▼とき　８月 18日（火）～９
月１日（火）の午前 10時～午
後４時
▼ところ　藤田記念庭園考古館
（上白銀町）２階ギャラリース
ペース

▼内容　吹きガラスやキルン
ワークなどで作られた、夏に
ぴったりなテーブルウェアやア
クセサリーの展示・販売
▼入場料　無料
■■問問産業育成課（☎32-8106）

抜刀術公開演武 in 高岡の森
弘前藩歴史館

　「津軽の刀剣」展の関連イベ
ントを開催します。
▼とき　８月 30日（日）の①
午前 10 時 30 分～ 11 時 30
分ごろ、②午後１時 30分～２
時 30分ごろ
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼内容　真剣（日本刀）を使っ
ての抜刀術の演武と据物斬り
▼参加料　無料（雨天時など館
内で行う際には、歴史館観覧料
が必要です）
▼その他　駐車場は、高照神社
境内駐車場をご利用ください。
※マスクを着用してください。
■■問問高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

動物さんのもぐもぐ観察

▼とき　８月30日（日）
　　　　午前11時 30分～
▼ところ　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）
▼対象　動物広場入場者
▼参加料　無料
※動物広場入場料が必要。事前
の申し込みは不要。

■■問問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

郷土文学館の催し

【スポット企画展「弘前市立郷
土文学館 30 年のあゆみ –「北
の山嶺」未来図へ ‒】
▼とき　９月１日（火）～ 11
月１日（日）の午前９時～午後
５時（入館は午後４時 30分ま
で）

【ラウンジのひととき】
▼とき　９月５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
▼定員　15人（先着順）
▼申し込み方法　電話または郷
土文学館カウンターで申し込み
を。

【第５回文学忌　陸羯南】
▼とき　９月１日（火）～７日
（月）の午前９時～午後５時（入
館は午後４時30分まで）
※忌日である２日（水）は無料
開館。
～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。
※マスクを着用してください。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

弘前城植物園散策ガイド

　樹木医や緑の相談員が、見頃
の花や樹木を説明しながら、楽
しく園内をガイドします。
▼とき　９月６日（日）、午前

広報ひろさきに掲載した
各種催しについて

　広報ひろさきに掲載した各
種催しや教室などは、新型コ
ロナウイルスの感染予防と拡
大防止の観点から、中止や内
容が変更となる場合がありま
すので、ご了承ください。詳
しくは市ホームページまたは
各問い合わせ先で確認を。
　また、催しなどに参加する
際は、マスクを着用するなど、
感染症対策へのご協力をお願
いします。

10時～ 11時
▼集合場所　弘前城植物園（下
白銀町）南案内所
※事前の申し込みは不要。
▼参加料　無料
※ただし入園料が必要。
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

令和２年度農林総合研究所・
りんご研究所参観デー

　会場ごとに開催日が異なりま
すので、ご注意ください。

【りんご研究所】
▼とき　９月３日（木）・４日
（金）の午前９時～午後３時
▼ところ　りんご研究所（黒石
市大字牡丹平）
▼内容　研究成果の展示・紹介、
相談コーナー、りんごの販売な
ど
■■問問りんご研究所（☎52-2331）

【農林総合研究所】
▼とき　９月４日（金）・５日
（土）の午前９時～午後３時
▼ところ　青森県産業技術セン
ター（黒石市田中）
▼内容　お楽しみイベント（ク
イズ大会、輪投げ、収穫体験、
寄せ植え体験）、研究成果の展
示・紹介、相談コーナー、野菜・
花の販売、最先端省力化農業機
械展示・実演会など
■■問問 農林総合研究所（☎ 52-
4346）
～共通事項～
　新型コロナウイルス感染症対
策として、次の事項へのご協力
をお願いします。①入場時、氏
名・連絡先（代表）の記載と検
温を行うこと／②体温 37.5℃
以上の場合、入
場をお断りする
こと（同伴の人
も含みます）／
③マスクを着用
すること

バッタ展

　バッタの仲間
やキリギリス、
コオロギなどの
実物の飼育展示
をします。
▼とき　９月６日（日）～ 13
日（日）の午前８時 30分～午
後４時30分
▼ところ　こどもの森ビジター
センター（坂元字山元、久渡寺
境内）
▼観覧料　無料
■■問問こどもの森ビジターセンター
（☎ 88-3923）／市みどりの
協会（☎33-8733）

将棋名人戦
弘前対局記念イベント

【将棋教室・級位検定会】
▼とき　９月12日（土）
▼講師　北畠悟師範、奈良岡実
師範
▼申し込み方法　事前申し込み
もしくは当日会場受付のいずれ
か
▼参加料　下記の①～③いずれ
も無料
①入門教室
▼時間　午後２時～
３時30分
▼対象　これから将
棋を覚えたい小学生
～高校生とその家族
＝15人（先着順）
②レベルアップ教室
▼時間　午後２時～３時30分
▼対象　棋力向上を目指す小学
生～高校生＝15人（先着順）
③級位検定会
▼時間　午後４時～５時30分
▼対象　棋力認定を希望する高
校生以下の人＝20人（先着順）

【記念大会】
▼とき　９月 13 日（日）、午

前 10時～（受け付けは午前９
時30分～）
▼クラス　Ａ・Bクラス（初段
から三段まで）／Ｃ・Dクラ
ス（初級から１級まで）
▼審判長　北畠悟五段
▼参加料　1,500 円（高校生
以下は500円）
※事前の申し込みは不要。
▼賞　各クラス３位まで入賞／
Ｃクラス優勝者には初段位授与
～共通事項～
▼ところ  弘前文化センター
（下白銀町）
※新型コロナウイルス感染防止
対策のため、参加資格を県内在
住者に限ります。
■■問問青森県将棋連盟（☎ 017-
775-7744）

武家住宅で「日本むかし
ばなし こどもおりがみ」

　折って、切って、描いて、「も
もたろう」や「きんたろう」の
登場人物をおりがみで作ってみ
よう！
▼とき　９月13日（日）
　　　　午後１時～３時
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
▼対象　幼児および小学生＝５
組（先着順）
※小学校２年生以下は保護者同
伴。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　９月６日（日）
までに、参加する子どもの氏名・
年齢・保護者氏名と同伴の有無・
連絡先を記入の上、ファクスま
たはEメールで申し込みを。
■■問問公開武家住宅旧伊東家（☎兼
■Ｆ 35-4724〈午前 10 時～午
後３時 30分、火・金曜日を除
く〉、■Ｅ nakachoudenken@
gmail.com）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システムの採択事業。
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弘前の武家屋敷街あるき講座

　国の町並み保存地区に選定さ
れている仲町地区や、武家屋敷
街を巡り歩きます。
▼とき　９月９日（水）・16日
（水）・23 日（水）、午後１時
30分～３時30分（雨天実施）
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
▼内容　第１回「笹森町・長坂
町付近の街歩き」、第２回「蔵
主町・元黒石町・大浦町付近の
街歩き」、第３回「追手口亀甲
町に仲町地区の街歩き」
▼対象　上記の全日程に参加で
きる市民＝30人
▼参加料　3,000円
▼持ち物　筆記用具
▼申し込み方法　８月 30 日
（日）までに、郵便番号・住所・
氏名・年齢・電話番号を記入の
上、郵送またはファクスで申し
込みを。
■■問問弘前市仲町地区伝統的建造物
群保存会（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％システムの採択事業。

いやしのフラダンス教室

▼とき　９月 11日（金）・25
日（金）の午前10時～ 11時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼内容　下半身に効く、高齢者
向けのやさしいフラダンス
▼講師　田中希生子さん
▼対象　65 歳以
上の市民＝各回
12人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　タオル、飲み物、動
きやすい服装

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　９月 19日（土）の午
前８時から 20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　９月９日（水）
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。
■■問問日本山岳会青森支部（須々
田さん、☎兼■Ｆ 44-7237、■Ｅ
h.susuta@gmail.com）

ゆったりヨガ教室

▼とき　９月３日（木）・17
日（木）の午後２時～３時

親子で学ぼう！私たちの防災

　災害時に自分を守る為の「防
災」と「減災」の知識を、親子
で楽しみながら学びます。
▼とき　９月６日（日）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼内容　消火器の使い方体験、
防災クイズスタンプラリーほか
▼講師　弘前市消防団女性分
団、防災士
▼対象　年長～小学校６年生と
その保護者＝15組（先着順）
※子どものみの参加も可。
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
※イベントの詳細はヒロロス
クエアホームページ（http://
www.hirorosquare.jp）をご
覧ください。
■■問問ヒロロスクエア賑わい創出委
員会事務局（市民文化交流館内、
☎ 35-0154、午前８時 30 分
～午後９時）

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

▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼内容　初心者や高齢者にもや
さしいヨガ
▼講師　金輪佳子さん
▼ 対 象　65 歳以
上の市民＝各回
12人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込み
が必要。
▼持ち物　タオル、飲み物、動
きやすい服装
■■問問８月 20日（木）から、温水
プール石川（☎49-7081）へ。

おやこ仕舞教室

　世界文化遺産である能の美を
表現する仕舞の基本教室および
成果発表会を開催します。
▼とき　教室＝９月５日（土）・
６日（日）・20日（日）、10月
４日（日）・18日（日）・24日
（土）／発表会＝10月25日（日）
※土曜日は午後２時～４時、日
曜日は午前10時～正午。
▼ところ　教室＝サンライフ弘
前（豊田１丁目）ほか。発表会
＝弘前文化センター（下白銀町）
▼対象　幼児・小・中・高校生
および保護者（子どもだけの参
加も可）
▼受講料　無料（ただし発表会
装束代として1,500円）
▼講師　上野朝義さん（シテ方
観世流職分）、上野朝彦さんほか
※SNSなどによる講習。
▼申し込み方法　８月 31 日
（月・必着）までに、往復はが
き（住所・氏名・学校名・学年・
電話番号・保護者同伴の有無を
記入）で、弘前おやこ仕舞教室
（〒 036-8342、笹森町 35、
篠崎さん方）へ。　
■■問問弘前能楽普及座（篠崎さん、
☎ 37-5184、上野さん〈大阪
市〉☎06-6357-0844）

■■問問８月 20日（木）から、温水
プール石川（☎49-7081）へ。

観光ボランティアガイド
養成講座

　あなたも弘前の観光ボラン
ティアガイドになりませんか？
▼とき　９月 12日（土）の①
午前９時 30 分～、②午前 11
時～／ 19日（土）の③午前９
時 30 分～、④午前 10 時 45
分～／ 26日（土）の⑤午前９
時30分～、⑥午前11時～
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼講座内容と講師　１講座＝１
単位
①【必修】「ガイドの心構え・
弘前観光全般について」…坂本
崇さん（弘前観光コンベンショ
ン協会前事務局長）
②「これからの外国人観光客の
接遇対応」…鈴木真由美さん（イ
ンバウンドコーチ）
③「弘前市のまつり（4大まつ
り）」…成田敏さん（民俗研究家）
④「弘前市周辺市町村のまつり」
…成田敏さん（民俗研究家）
⑤【必修】「弘前公園の歴史」
…福井敏隆さん（弘前市文化財
審議委員長）　
⑥「石垣修理のこれからについ
て」…福井流星さん（弘前城整
備活用推進室）
　上記６講座中、必修を含めた
４単位取得後、10月中に実地
研修を修了した人は、ボラン
ティアガイドの会の入会資格が
取得できます。
▼定員　各講座50人（先着順）
▼受講料　無料
※事前の予約が必要。詳しくは、
弘前観光コンベンション協会の
ホームページで確認を。
■■問問弘前観光コンベンション協会
（☎ 35-3131、平日の午前９
時～午後５時）

●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

 教室・講座

市のテレビ番組

　７月 11 日にグランドオープンした弘前れんが倉庫
美術館の設備や現在開催中のプログラム「Thank You 
Memory －醸造から創造へ－」で展示されている作品の
紹介など、美術館の魅力をお伝えします。
○放送日　８月29日（土）、午前11時30分～11時45分
○放送局　青森朝日放送（ABA）

「弘前れんが倉庫美術館に
行ってみよう！」

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　169,038人
 　男  　  77,320人 　男  　  77,320人
 　女 　女 　    　   91,718人91,718人

令和２年７月１日現在（推計）令和２年７月１日現在（推計）
・世帯数  72,222世帯　・世帯数  72,222世帯　

（-131）（-131）
（-62）（-62）
（-69）（-69）
（-1）（-1）

 

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
9／6 千葉胃腸科内科医

院（石渡３）
☎36-7788

13 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

20 佐藤内科小児科取
上医院（取上２）

☎33-1191

27 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

耳鼻咽喉科・眼科
9／6 福島耳鼻咽喉科
（百石町）

☎32-5032

20 ESTクリニック
（福村）

☎29-5500

歯　科
9／6 桔梗野歯科
（桔梗野２）

☎35-8177

13 楠美歯科クリニッ
ク（中野２）

☎34-1182

20 めぐみ歯科医院
（城東２）

☎28-3202

21 山崎歯科クリニッ
ク（宮川２）

☎36-8811

22 笹村歯科医院
（城東中央４）

☎28-0797

27 石岡歯科医院
（松森町）

☎32-1078
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●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

短歌をつくろう

▼とき　９月 12 日（土）、午
後１時30分～４時 30分
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼内容　NHK学園短歌講師に
よる、初心者にもわかりやすい
短歌の作り方講座
▼対象　中学生以上＝15人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 16 日
（日）から、電話または弘前図
書館カウンターで申し込みを。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

東北女子短期大学公開講座

▼日程　９月 12 日（土）、①
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
…「手軽な夏のおやつ作り」、
②午前 10 時～ 11 時 30 分…
「新聞紙でつくってあそぼう！」
／９月19日（土）、③午前10
時 30 分～ 11 時 30 分…「子
どもと言葉の出会いを楽しい
ものに！」／９月 26日（土）、
④午前９時～正午（１人30分）
…「楽しく弾こう！子どもの歌
のピアノレッスン」（個別のレッ
スン）、⑤午前 10 時～ 11 時
30分…「心理学入門」
▼ところ　東北女子短期大学
（上瓦ケ町）
▼対象　①高校生以上＝ 20
人、②高校生＝ 20人、③中学

生・高校生＝ 30人、④高校生
＝６人、⑤高校生以上＝20人
▼受講料　① 300 円、②③④
⑤無料
※詳しくはホームページをご覧
ください。
▼申し込み方法　ホームページ
かEメールまたはファクス（希
望講座名・氏名・住所・電話番
号を明記）で申し込みを。応募
多数の場合抽選となります。
※そのほか出前講座も行ってい
ます。詳しくはホームページを
ご覧ください。
■■問問 東北女子短期大学地域文
化センター公開講座係（☎
32-6151、■Ｆ 32-6153、■Ｅ  
tibunsen@toutan.ac.jp、■Ｈ  
http://www.toutan.ac.jp）

市民ボランティアによる
パソコン講座

　学ぶ市民のためのパソコン講
座です。

【インターネット講座】
▼とき　９月 25日（金）・10
月２日（金）の午前 10時～午
後３時
※２日間で１セットです。
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　インターネットの利用
方法など
▼対象　文字入力およびキー
ボード・マウスの操作ができる
市民＝16人（先着順）

▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、昼食
※マスク着用での参加を。
■■問問８月 23日（日）以降に、学
習情報館（総合学習センター内、
☎ 26-4800、午前８時 30 分
～午後５時）へ申し込みを。

第 37 回「おはなしと読み
聞かせ講習会」

▼とき　９月26日（土）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼ 内 容　JPIC 読書アドバイ
ザーによる絵本の読み聞かせ実
技、実演方法。図書館での読み
聞かせボランティアの活動内容
紹介。
▼講師　髙嶋敬子さん
▼対象　読み聞かせに興味のあ
る人＝おおむね10人
▼参加料　無料
▼持ち物　絵本１冊
▼申し込み方法　８月 21 日
（金）から、電話または弘前図
書館カウンターで申し込みを。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

手話奉仕員養成講座（入門編）

▼とき　10 月１日
～令和３年３月 11
日の毎週木曜日（12
月 24 日・31 日、
２月 11日を除く）、

午後７時～８時 30 分（計 21
回）と体験学習（１回）
▼ところ　社会福祉センター
（宮園２丁目）
▼対象　高校生以上＝ 25人程
度（先着順）
▼受講料　無料（別途テキスト
代3,300円が必要）
▼申し込み方法　９月 10 日
（木・必着）までに、往復はが
きに、（住所・氏名〈ふりがな〉・
年齢・職業・電話番号・ファク
ス番号を記入）で身体障害者福
祉センターへ。
※受講の可否は返信用はがきで
通知します。
■■問問 身体障害者福祉センター
（〒 036-1313、賀田字大浦
４の１、☎ 88-6761、■Ｆ 88-
6762、月曜日を除く午前８時
30分～午後５時）

高齢者健康トレーニング教室

　 ６ 種 類 の ト
レーニングマシ
ンを使った軽い
負荷による運動
プログラムです。
専門のスタッフがサポートしま
すので、健康増進、介護予防に
ご活用ください。
▼とき　毎週月曜日～土曜日の
①午前８時 40分～、②午前９
時 40 分～、③午前 10 時 40
分～、④午後１時 50分～、⑤
午後２時 50分～、⑥午後３時
50分～（いずれも50分程度）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階高齢者健康トレーニング教室
▼利用期間　10月～翌年３月
（週１回。利用開始から最長６
カ月）
▼対象　65 歳以上の市民＝
100人
▼申し込み方法　９月７日（月・
必着）までに、往復はがき（住
所・氏名・生年月日・電話番号・

利用希望曜日と時間〈第１希望
から第３希望まで〉を記入）で
申し込みを。
※家族や友人同士での応募は、
はがき１枚に連名で記載可。応
募多数の場合は抽選で決定（新
規利用者を優先）し、９月中旬
以降結果を郵送します。
■■問問高齢者健康トレーニング教室
（〒 036-8003、駅前町９の
20、☎ 35-0161）
※教室は、ヒロロのほか、ロマ
ントピア（水木在家字桜井、☎
84-2236）や温水プール石川
（小金崎字村元、☎ 49-7081）
でも実施しています。詳しくは
各教室に問い合わせを。

IT 活用力セミナー

① IT 新技術入門
▼とき　10月９日（金）
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼受講料　3,300円
▼申込期限　９月25日（金）
②パワーポイントの業務活用
▼とき　10月 13日（火）
▼ところ　I･M･S弘前教室（土
手町）
▼受講料　2,200円
▼申込期限　９月29日（火）
～共通事項～
▼時間　午前９時 30分～午後
４時30分
▼対象　企業（事業主）からの
指示による在職者（事業主本人
も可）＝各15人（先着順）
▼申し込み方法　申込書をファ
クスか Eメールで提出してく
ださい。申込書はホームページ
からダウンロードできます。
■■問問ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、■Ｆ 017-
777-1187、■Ｅ aomor i -

se i san@jeed .or. jp、■Ｈ
https://www3.jeed.or.jp/
aomori/poly/）

第 59 回弘前市子どもの祭典
中止のお知らせ

　11月 3日（火・祝）に開催
を予定していた「弘前市子ども
の祭典」は、新型コロナウイル
ス感染症により安全な開催が困
難であると判断したことから、
中止します。
　開催を心待ちにしていた皆さ
まには誠に申し訳ありません
が、ご理解いただけますようお
願いします。
■■問問弘前市子どもの活動支援会事
務局（中央公民館内、☎ 33-
6561、火曜日は休み）

排水設備工事責任技術者試験

▼とき　11月 19日（木）、午
後２時～（受け付けは午後１時
30分～１時 50分）
▼ところ　青森県武道館（豊田
２丁目）
▼受験料　8,000 円（振込手
数料を除く）
▼申し込み方法　９月１日（火）
～ 30日（水）の平日に、上下
水道部営業課給排水係（賀田１
丁目、岩木庁舎１階）で申込書
の配布と受付を行います。受験
資格等についてはお問い合わせ
ください。
▼合格発表　12月 11日（金）
の午前９時に上下水道部窓口に
合格者一覧を掲示します。
■■問問上下水道部営業課（☎ 55-
6895）

  

 その他

有 料 広 告 有 料 広 告
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弘大附属幼稚園の園児募集

▼資格　保護者と同居し、通園
に要する時間が片道１時間以内
であること（青森市からの通園
は浪岡地区のみ可）
※通園には付き添いが必要。
▼募集対象児　平成 29年４月
２日～ 30年４月１日生まれの
３歳児＝30人
※４歳児・５歳児については、
問い合わせを。
▼願書交付・受付　交付＝９
月４日（金）～ 18日（金）の
午前９時 10 分～午後４時 30
分／受付＝９月 29日（火）～
10 月９日（金）の午前９時
10分～午後４時30分
※土・日曜日、祝日を除く。
■■問問弘前大学教育学部附属幼稚園
（学園町、☎32-6815）

令和３年度生県立弘前高等
技術専門校入校生募集

▼定員　自動車システム工学
科・建築システム工学科＝各
20人（訓練期間は２年間）
※推薦試験合格者を含む。
▼応募資格　学校教育法による
高卒者（令和３年３月卒業見込
みの者を含む）または高卒以上
の学力を有する人
▼受付期間　９月 28 日（月）
～11月 18日（水）
▼試験日　11月 27日（金）
※詳しくは問い合わせを。
■■問問県立弘前高等技術専門校（緑
ケ丘１丁目、☎32-6805）

青森県学生寮入寮生募集

▼対象　保護者が青森県民で、
東京都またはその近郊の大学、
専修学校等に在学または入学見
込みの男子学生
▼ところ　東京都小平市鈴木町

１丁目103の１
▼部屋・設備　個室（ベッド、机、
エアコン等備え付け）
▼経費　入寮費年額３万円、寮
費月額３万円、食費１食 450
円（平日の夕食のみ・希望制）、
電気料金実費（上・下水道料金
無料）
■■問問青森県育英奨学会（青森県
教育委員会教職員課内、☎
017-734-9879、■Ｈ https://
syougakukai.wixsite.com/
aomori-ryo）

自衛官募集

【航空学生】
▼受験資格　高卒者で（見込み
の者を含む）、航空は 21 歳未
満、海上は23歳未満の人
▼試験日・会場　９月 22 日
（火・祝）、弘前医療福祉大学（小
比内３丁目）
▼受付期間　９月 10 日（木）
まで

【一般曹候補生】
▼受験資格　18 歳以上 33 歳
未満の人
▼試験日・会場　９月 19 日
（土）、弘前医療福祉大学
▼受付期間　９月 10 日（木）
まで

【自衛官候補生（男女）】
▼受験資格　18 歳以上 33 歳
未満の人
▼試験日・会場　男子：９月26
日（土）・27日（日）、弘前駐屯
地（原ケ平）／女子：９月15
日（火）、青森駐屯地（青森市浪館）
▼受付期間　９月 10 日（木）
まで

【予備自衛官補（一般・技能）】
▼受験資格　一般は 18歳以上
34歳未満、技能（国家免許を
有する人）は 18歳以上 55歳
未満の人
▼ 試 験 日・ 会 場　10 月３日
（土）、弘前駐屯地

▼受付期間　９月 11 日（金）
まで
※詳しくは問い合わせを。
■■問問自衛隊弘前地域事務所（☎
27-3871）

仲町の町並み子ども絵葉書
作品募集

　町並み保存地区「仲町」の景
色や武家屋敷をスケッチした絵
はがきで応募してみませんか。

【作品の募集】
▼対象　市内の小、中学生
▼募集期間　９月１日（火）～
15日（火）
▼応募方法　はがきの宛名面に
郵便番号・住所・氏名・学校名・
学年・電話番号を記入の上、下
記の問い合わせ先まで郵送して
ください。

【応募作品の展示】
▼とき　９月 19 日（土）～
21日（月・祝）、午前10時～
午後３時30分
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
※優秀作品はホームページ
（http://nakachou.main.
jp/）でも紹介します。また、
応募作品は原則返却しませんの
であらかじめご了承ください。
■■問問弘前市仲町地区伝統的建造物
群保存会（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％システムの採択事業。

農作業従事者を募集

　JAつがる弘前、JA相馬村お
よび 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　８月下旬から 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）

「第１回　小・中・高生ひろ
さき短歌大会」作品募集

　皆さんが住んでいる、学んで
いる弘前の魅力を短歌で表現し
てみませんか。自分の中に眠っ
ている才能が見つかるかもしれ
ません。
▼募集期間　９月 23日（水・

必着）まで
▼対象　市内の小・中・高校生
▼テーマ
①弘前をテーマにした短歌（弘
前城・さくら・りんご・岩木山・
禅林街・堀越城跡など）
②自由なテーマで作る短歌（自
分の気持ちや日常など）
※①と②の作品を、それぞれ１
首ずつ作ってください（発表し
ていない作品に限ります）。
▼応募方法　はがきや原稿用紙
に、作品２首、郵便番号、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号、学校名、学年を記入し、
郵送で提出を。
▼郵送先　〒 036-8336、栄
町２丁目４の８、弘前市歌人連
盟「第１回　小・中・高生ひろ
さき短歌大会」宛て
▼参加料　無料
▼結果発表　入賞作品は報道機
関等で発表するほか、入賞者に
は賞状と記念品をお贈りしま
す。
■■問問弘前市歌人連盟（端田さん、

☎ 090-7562-3336、■Ｆ 40-
0605、■Ｅ linkface0626@
yahoo.co.jp )
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システムの採択事業。

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　８月23日（日）
　　　　正午～午後４時
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室A
■■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〉）

▼とき　９月 19日（土）、①午前の部：午前
10時～ 11 時 30 分／②午後の部：午後１時
～２時30分
▼集合場所　りんご公園（清水富田字寺沢）
▼内容　りんごの除袋・着色管理の研修（作業
DVDの視聴、実技研修）
※①、②ともに内容は同じです。
▼講師　青森県りんご協会職員、市内ＪＡ職員
▼対象　りんご補助作業に関心のある人、また
は就農を希望する人＝①、②それぞれ25人
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、汗拭きタオル、作業用手袋、
雨がっぱ（雨天時）
▼申し込み方法　９月 16日（水）までに農政
課へ申し込みを。氏名、電話番号、りんご作業
経験のの有無、参加希望の部（午前または午後）

をお知らせください。
※希望者には託児サービスがあります。利用希
望の場合は 9月９日（水）までに申し込みく
ださい。荒天の場合は、翌週９月 26日（土）
に順延します。
■■問問農政課地域経営係（☎ 40-7102、■Ｆ 32-
3432、■Ｅ nousei@city.hirosaki.lg.jp）

          初心者向けりんご研修会
（除袋・着色管理編）
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（※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初心者ジ
ョギング教
室

９月１日～10月 20
日の毎週火曜日（９
月29日を除く）、午
前10時～ 11時 30
分

運動公園内
スローペースでの
ジョギングや、簡
単なストレッチ

市民＝10人 無料

８月24日（月・必着）ま
でに、運動公園（〒036-
8101、豊田２丁目３、☎
27-6411）へ。
（※１）

②健康づく
り体操教室

９月２日～10月７
日の毎週水曜日（９
月30日を除く）、午
後２時～３時

運動公園野
球場多目的
室３

軽い筋力トレーニ
ングや簡単なスト
レッチ、有酸素運
動など

市民＝10人 無料

８月24日（月・必着）ま
でに、運動公園（〒036-
8101、豊田２丁目３、☎
27-6411）へ。
（※１）（※２）

③初心者
SUP体験
会

９月５日（土）・６日
（日）、午前の部：午
前10時 30分～正
午／午後の部：午後
１時30分～３時

城北ファミ
リープール
（八幡町１
丁目）

SUPの基本技術、
準備・片付け方法、
器材の取り扱い方
※持ち物：着替え・
水に濡れても良い
服装・ウォーター
シューズ（外靴不
可・裸足可）

市民＝各部
８人

１人１回
1,000円
（SUP器
材、ライフ
ジャケット、
傷害保険料
込） 弘前 B&G海洋センター

（〒036-8057、八幡町１
丁目９の１、☎ 33-4545、
■Ｅ hirobg2@jomon.ne.
jp、火曜日は休み）へ。

④トータル
フィットネ
ス

９月７日～11月 16
日の毎週月曜日（祝
日を除く）、午前10
時 30分～ 11時 30
分

弘前B&G
海洋センタ
ー武道館

呼吸法・ストレッ
チ（ヨガ）・筋力ト
レーニング・軽い
有酸素運動の４つ
の総合的な運動で
健康な体作り
※持ち物：ヨガマ
ット（レンタル有
り）

市民＝20人
3,000円
（全 10回
分、傷害保
険料込）

⑤チェア体
操教室

9月 17日～ 11月
5日の毎週木曜日
（10月 15日・29
日を除く）、午前10
時～ 11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＝13人 無料

8月31日（月・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われら若
返り隊！津
軽つながる
体操

10月７日～令和３
年３月31日の毎週
水曜日、午前10時
～ 11時

南富田町体
育センター
和室

ストレッチやさま
ざまな健幸体操、
軽い筋力トレーニ
ングなど

市民＝15人 １回300円

南富田町体育センター
（☎34-6122）
※当日参加もできますが、
なるべく事前の申し込み
を。

 各種スポーツ・体操教室

流木を一般提供します

　岩木川ダム統合管理事務所
（津軽ダム）では、流木を希望
者に、無料で提供します。
▼申し込み・提供日　８月 24
日（月）～
▼受付時間　午前９時～午後３
時（先着順、無くなり次第終了）
▼配布場所　津軽ダム貯水池周
辺（西目屋村川原平地内）
※県道岩崎・西目屋・弘前線に
看板を表記します。
▼注意事項　運搬および切断に
かかる手間は自己負担としま
す。第三者への転売（売買目的）
は禁止します。
■■問問岩木川ダム統合管理事務所管
理課（☎85-3007）

「女性の権利 110 番」
無料電話法律相談

　長時間労働、パワハラなどの
労働問題、離婚、DVなど女性
および LGBT の権利に関する
問題に詳しい弁護士が、適切な
アドバイスを行います。相談は
無料です。
▼とき　８月28日（金）
　　　　正午～午後６時
▼相談用電話番号　017-763-
4670
※事前の予約は不要。
■■問問青森県弁護士会事務局（☎
017-777-7285）

「子どもの人権 110 番」
強化週間

　青森地方法務局および青森県
人権擁護委員連合会では、「子
どもの人権 110 番」強化週間
中、平日だけではなく、土・日
曜日も電話相談を行います。
　相談は無料で、秘密は守りま
す。ひとりで悩まず、相談して

ください。
▼とき　８月 28日（金）・31
日（月）～９月３日（木）の午
前８時 30分～午後７時、８月
29日（土）・30日（日）の午
前10時～午後５時
▼ 相 談 用 電 話 番 号　0120-
007-110
■■問問青森地方法務局人権擁護課
（☎017-776-9024）

多重債務・消費生活法律
相談会

　多重債務者が、債務を整理し
て生活再建に向かうための手助
けとして、弁護士が無料で相談
に応じます。
　相談希望者は、事前予約の上、
債務状況がわかる資料などを持
参してください。詳細は問い合
わせを。
▼とき　８月 29 日（土）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　市民生活センター
（駅前町、ヒロロ３階）
▼対象　市民＝４人
▼受け付け　８月 18日（火）、
午前８時 30分から電話予約開
始
■■問問市民生活センター（☎ 33-
5830）

暮らしとこころの無料法律
相談会

　自殺予防週間において、多重
債務、労働問題、離婚、DV、
いじめなど、生活や心の悩みに
関する法律相談会を実施しま
す。相談は無料です。
▼とき　９月 10 日（木）～
16日（水）
▼ところ　各法律事務所
※事前の予約が必要です。「暮
らしとこころの相談希望」とお
伝えください。
▼予約期間　９月１日（火）～

７日（月）の午前９時～午後５
時（土・日曜日を除く）
※申し込み受け付け後、担当弁
護士から連絡し、日程調整の上、
担当弁護士の法律事務所で相談
に応じます。
■■問問青森県弁護士会事務局（☎
017-777-7285）

中小企業退職金共済制度

　「中小企業退職金共済制度」
は中小企業のための国の退職金
制度です。事業主の皆さん、ぜ
ひご活用ください。
▼制度の特長
〇掛け金の一部を国が助成
〇掛け金は全額非課税
〇社外積立型で退職金の管理が
簡単
〇離転職時に他の年金制度など
に積立資産の持ち運びが可能
■■問問勤労者退職金共済機構中小
企業退職金共済事業本部（☎
03-6907-1234、 ■Ｈ http://
chutaikyo.taisyokukin.
go.jp/）

テレビ受信障害に関する
重要なお知らせ

　国では、近年のスマートフォ
ンの普及などに伴う携帯電話の
通信量の急増、地上デジタル放
送への完全移行などを踏まえ、
周波数の再編を行っています。
　今後、携帯電話事業者が新た
に 700 ＭＨｚ（メガヘルツ）
帯の周波数を使った携帯電話シ
ステムの運用を開始することに
伴い、電波の影響で、テレビ放
送の画像が乱れたり映らなくな
ったりするなどの受信障害が発
生することがあります。
　影響の出る恐れがある地域で
は、携帯電話事業者が設立した
「700ＭＨｚ利用推進協会」の
担当者が、チラシの配布を行い

ます。
　担当者はテレビ受信対策員証
を携行していますので、不審に
思った際は提示を求め、コール
センターへお問い合わせくださ
い。
■■問問 700MHz テレビ受信障害対
策コールセンター（☎ 0120-
700-012、午前９時～午後10
時、年中無休）
※ＩＰ電話等でつながらない場
合は、050-3786-0700（有料）
へ。

夏場の食中毒に注意

　夏場は、食中毒が多発します。
食中毒予防の三原則、菌を「①
付けない　②増やさない　③や
っつける」を合言葉に次のこと
を守って、家庭での食中毒を予
防しましょう。
①付けない…調理前と食事前
は、しっかり手を洗いましょう。
②増やさない…肉、魚などの生
鮮食品を購入したら保冷に努

め、すぐに持ち帰りましょう。
調理品をすぐに食べない場合
は、冷蔵庫で保管しましょう。
テイクアウトした料理は、早め
に食べましょう。
③やっつける…加熱調理食品
は、中心部までしっかり加熱し
ましょう。
■■問問弘前保健所（☎33-8521）



■編集発行■編集発行　弘前市企画部広聴広報課　〒　弘前市企画部広聴広報課　〒 036036--85518551　弘前市大字上白銀町　弘前市大字上白銀町 11--1　1　☎☎ 3535--11111111　　ファクスファクス 35 35--00800080
■■ホームページホームページ      http://www.city.hirosaki.aomori.jphttp://www.city.hirosaki.aomori.jp　■　■公式フェイスブック  公式フェイスブック  https://www.facebook.com/hirosakicityhttps://www.facebook.com/hirosakicity
※「広報ひろさき」は市の主な施設や市内の金融機関、郵便局、スーパーマーケットなどにも備えてあります。

広
報
ひ
ろ
さ
き
は
環
境
に
や
さ
し
い

イ
ン
キ
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

N
o.348

2020

８
/15

▼とき　11月１日（日）、午前 11時 50分開演
（開場は午前11時 15分）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
●出場申し込み
▼対象　中学生以上で、原則としてアマチュアの
人（中学生は保護者の同伴が必要）
▼申し込み方法　９月16日（水・必着）までに、
往復はがきに必要事項を記入の上、〒030-8633
（住所不要）、ＮＨＫ青森「のど自慢」出場係へ（応
募は１人〈組〉１件、グループの場合は代表者が
応募）。

【往信用裏面】郵便番号、住所、名前（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、職業（学生は学年、部活
動なども明記）、歌う曲目と歌手名、選曲理由

【返信用表面】郵便番号、住所、名前（返信用裏
面は記入不要）
※応募者の中から 180組程度を選出し、前日の
予選会に出場いただきます。

【予選会（非公開）】
▼とき　10月 31日（土）、正午～
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼結果発表　午後５時30分（予定）

●観覧申し込み
▼申し込み方法　９月30日（水・必着）までに、
往復はがきに必要事項を記入の上、〒030-8633
（住所不要）、ＮＨＫ青森「のど自慢」観覧係へ。
【往信用裏面】郵便番号、住所、名前、電話番号、
観覧希望人数（２人まで）

【返信用表面】郵便番号、住所、名前（返信用裏
面は記入不要）
■問い合わせ先　市民会館（☎ 32-3374）／Ｎ
ＨＫ青森放送局「のど自慢」係（☎ 017-774-
5188〈自動音声案内〉）
※詳しくはＮＨＫ青森のホームページで確認を。
応募の際にいただいた情報は、抽選または選出結
果の連絡のほか、ＮＨＫでは受信契約者との照合、
受信料のお願いに使用することがあります。
※新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影
響により公演を中止する場合がありますが、その
場合、他の公演への振替はありませんのでご了承
ください。また、番組内容を変更する場合があり
ます。そのほか、各地域の感染状況や移動制限な
どにより、来場をお控えいただくことがあります。

11 月１日（日）

午後０時 15 分～

▲五木ひろしさん ▲市川由紀乃さん

 放 送 日

　津軽広域８市町村の連携により、８月１日か
らスタートした「魅力発見！津軽応援フェア」。
今回は、平川市さるか荘で、津軽圏域の物産や
パン・クラフトの販売をします。猿賀公園では
蓮の花も見ることができます。
　魅力ある商品を購入して、みんなで津軽を応
援しよう！

▼とき　８月 22 日（土）・23 日（日）・29
日（土）・30日（日）の午前９時～午後３時
▼ところ　さるか荘（平川市猿賀池上）
▼参加店　弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・
板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の物産販
売店、製パン業者、クラフト業者（予定）
※来場の際は、マスクの着用をお願いします。
■問い合わせ先　エール津軽 !! プロジェク
トチーム事務局（国際広域観光課内、☎ 40-
7017）、平川市商工観光課（☎44-1111〈代表〉）

魅力発見！津軽応援フェア

「エール津軽 !!」広域応援プロジェクト　　　　　　　

出場者・観覧者募集！

エール津軽 !! 公式
キャラクター えーるくん

津軽でつながる


