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「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）

「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。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

最新情報は、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　■市ホームページ　http://www.city.hirosaki.aomori.jp

思いやりのある行動を思いやりのある行動を
　弘前保健所管内で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、今後も感染拡大が
懸念されています。感染から自分や家族、周りの人を守るためにも、感染予防対策を徹底
し、相手の立場になって思いやりのある行動を取りましょう。

　周りの人との間隔は、でき
るだけ２ｍ（最低１ｍ）空け、
身体的距離を確保。

　帰宅後は手や顔を洗う。手洗
いは30秒程度かけて水とせっ
けんで（手指消毒薬の使用も可）。

　外出時や会話のとき、人との
間隔が取れないときは、症状が
なくてもマスクを着用する。

　手すりやドアノブなど身の回
りのものを塩素系漂白剤やアル
コールなどを使って消毒。

　感染が確定した患者（無症状の感染者を含む〈以下：患者〉）
と、感染可能期間（陽性が確定した検査日の２日前から入院・
自宅待機開始までの期間）に接触した人のうち、下記に該当
する人は感染する可能性が高く「濃厚接触者」と呼びます。
●患者と同居、あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があっ
た人
●適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護していた人
●患者の唾液や鼻水、体液などに直接触れた可能性が高い人　
●手で触れることのできる距離（目安として 1 ｍ）で、マスク着用や手指
消毒などの必要な感染予防策なしで、患者と 15 分以上の接触があった人
※周辺の環境や接触の状況など、個々の状況から患者の感染性を総合的に判断
されます。（出典：国立感染症研究所 感染症疫学センター「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」）

【感染の不安や一般的な相談について】
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）

新型コロナウイルス感染症が心配な今だからこそ

【感染が疑われる場合】
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

（令和２年 10月 28日現在）

青森県　相談・受診の目安詳しくはこちらから  検索

濃厚接触者とは

　最終接触日から 14
日間は健康観察が必要
です。健康観察期間中
に発症する可能性があ
るため、不要不急の外
出は控えてください。

濃厚接触者・その他接触
者として、新型コロナウ
イルス感染症の検査を受
けて陰性陰性だった人へ

【 お願い 】【 お願い 】

毎日できる感染予防対策毎日できる感染予防対策



2 3広報ひろさき　２０２０.11.15

困り事や悩み事…

　市民生活センターの相談窓口のほかに、次の日
程で各種相談窓口が設置されます。困り事、悩
み事があるときは、一人で抱え込まず、早めに
相談を。

各種相談窓口

市民生活センターの
相談窓口

 

■問い合わせ先　市民生活センター（☎ 33-
5830、34-3179）

●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・行政問題は相談を

　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、さまざまな分野の人たちが人
権思想を広め、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、全国の各市町村に配置されて、積極
的な人権擁護活動を行っています。

○青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）では、
月～金曜日の午前 10時～午後５時に、常設人権
相談所を開設し相談に応じています。
○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。時間はいずれも午前10時～午後３時。

　市民生活センターでは、暮らしの中で起こる
いろいろな困り事・悩み事や契約トラブルなど
に関する相談に、次の日程で応じています。一
人や家族で抱え込まず、まずは相談してみませ
んか。
■問い合わせ先　市民生活センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎33-5830、34-3179）

　借金に関する相談窓口
▼とき　月～金曜日（祝日・年末年始除く）の午前８
時30分～正午、午後１時～４時30分
▼ところ　青森財務事務所（青森市新町２丁目、青森
合同庁舎３階）
▼相談専用電話番号　☎017-774-6488
■問い合わせ先　青森財務事務所理財課（☎ 017-
722-1463）

　ふれあい相談所
▼とき　一般相談…月～金曜日の午前９時 30分～午
後３時30分（電話での相談も可）、専門相談…毎月１
回、１人30分
▼ところ　市社会福祉センター（宮園２丁目）２階
▼内容　一般相談…日常生活上の心配事や悩み事、専
門相談…法律、税金、労働、年金について
▼相談員　弁護士、税理士、社会保険労務士
※専門相談は事前の申し込みが必要。
■問い合わせ・申込先　弘前市社会福祉協議会（☎
33-2220）

　第２回くらしの消費者講座
　「かしこい相続・幸せな遺言」をテーマに、意外と
知らない相続や遺言についてわかりやすく説明しま
す。事前の申し込みは不要です。
▼とき　11月 26日（木）、午後２時～
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室２
▼講師　小野寺剛さん（青森県金融広報委員会金融広
報アドバイザー）
■問い合わせ先　市民生活センター（☎33-5830）

　第 72 回人権週間
　法務省と全国人権擁護委員連合会は、12月４日～
10日を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及の
ため、啓発活動を行っています。
【特設人権相談所】
▼とき　12月４日（金）、午前10時～午後３時
▼ところ　市民生活センター（駅前町、ヒロロ３階）
▼内容　いじめや虐待など、人権に関すること
▼相談員　人権相談委員
※事前の申し込みは不要。
■問い合わせ先　青森地方法務局弘前支局（☎ 26-
1150）

　総合市民相談
▼とき　12月 12日（土）、午前10時～午後３時（正
午～午後１時を除く）
▼ところ　市民生活センター（駅前町、ヒロロ３階）
▼内容　法律、税務、金銭賃借（消費者金融）、交通事故、
相続・遺言、登記、離婚、家庭内の悩み事など
▼相談員　弁護士、税理士、人権擁護委員、行政相談
委員ほか
▼申し込み方法　弁護士との相談は予約制（先着８人）
で、11月 20日の午前８時30分から電話で受け付け
ます。弁護士との相談以外は、事前の予約は不要です。
■問い合わせ・申込先　市民生活センター（☎ 33-
5830、34-3179）

　市民相談・消費生活相談
▼とき　午前８時30分～午後５時（月曜日は休み）
▼内容　日常生活の困り事・心配事や契約トラブル・
多重債務など、消費生活に関すること
▼相談員　市職員

　行政相談
▼とき　毎週水曜日、午前10時～午後３時
▼内容　行政に対する要望・意見・苦情に関すること
▼相談員　行政相談委員

　人権相談
▼とき　毎週金曜日、午前10時～午後３時
▼内容　いじめや虐待など、人権に関すること
▼相談員　人権擁護委員

　法テラス青森無料法律相談
▼とき　毎週火曜日の午後１時～４時、毎週土曜日の
午前10時 30分～午後０時30分
▼内容　離婚、相続、金銭トラブル、多重債務など
▼対象　収入や資産が一定の基準以下の人
▼相談員　登録弁護士、司法書士
※事前の申し込みが必要です。
▼申込先　法テラス青森（☎0570-078387）

　交通事故相談
▼とき　毎月第１・３木曜日
▼内容　交通事故に関すること
▼相談員　青森県交通事故相談所相談員
※事前の申し込みが必要です。
▼申込先　青森県交通事故相談所（☎ 017-734-
9235）

　不動産相談
▼とき　毎月第２・３木曜日、午後１時～４時
▼内容　不動産取引、賃貸借トラブルなどに関すること
▼相談員　全日本不動産協会弘前地区会員、青森県宅
地建物取引業協会弘前支部会員

　土地家屋調査士相談
▼とき　毎月第１金曜日、午後１時～４時
▼内容　不動産表示登記、土地・建物の調査・測量な
どに関すること
▼相談員　青森県土地家屋調査士会弘前支部会員
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Town Information 市政情報

未受診の人は
早めに受診を

対象の事業者は
早めに申請を 健診は受けましたか？～今年度は3月 15日まで～

　市では国民健康保険に加入している 40～ 74
歳の人には特定健診を、後期高齢者医療制度に加
入している人には後期高齢者健診を無料で実施し

ています。どちらの健診も生活習慣病の早期発見、
早期治療を目的としています。生活習慣病は自覚
症状がないまま進行していく病気ですので、病気
を発見するためには健診が必要です。まだ受診し
ていない人は早めに受診しましょう。
▼料金　無料（被保険者証と受診券を持参してく
ださい）
▼健診実施期間　令和３年3月 15日まで
■問い合わせ先　特定健診…国保年金課国保健康
事業係（☎ 35-1116）／後期高齢者健診…国保
年金課後期高齢者医療係（☎40-7046）

意見や提案を
お寄せください

第８期弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計
画（素案）への意見募集（パブリックコメント）

「卸売・小売・サービス業事業継続支援金」・
「飲食店休業等協力金」の申請受け付け中

　市では、高齢者に関する福祉施策と介護保険事
業を総合的・体系的に実施していくため、「第８
期弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を
策定します。このたび、計画の素案がまとまりま
したので、市民の皆さんから意見や提案を募集す
るため、パブリックコメント（意見公募手続き）
を実施します。
▼募集期間　11月16日（月）～12月15日（火・
必着）
▼閲覧方法
○市ホームページから閲覧
○次の場所での閲覧（土・日曜日、祝日を除く、
午前８時30分～午後５時）
介護福祉課（市役所１階）、市役所総合案内所（市
役所１階）、岩木総合支所総務課（賀田１丁目）、
相馬総合支所民生課（五所字野沢）、市民課駅前
分室（駅前町、ヒロロ３階）、市民課城東分室（末
広４丁目、総合学習センター内）、各出張所
※市民課駅前分室は土・日曜日、祝日も閲覧可。
▼対象　①市内に住所を有する人、②市内に事務
所または事業所を有する個人または法人など、③
市内の事務所または事業所に勤務する人、④市内
の学校に在学する人、⑤本市に対して納税義務を
有する人または寄付を行う人、⑥本計画（素案）

に利害関係を有する人
▼提出方法　指定の様式または任意の様式に、氏
名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、
住所、在住・在学の別（任意様式の場合は対象①
～⑥のいずれか）、件名（任意様式のみ「第８期
弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（素案）
への意見」など）を明記し、次のいずれかの方法
で提出してください。
❶郵送…〒 036-8551、上白銀町１の１、介護
福祉課宛て
❷介護福祉課へ直接持参（土・日曜日、祝日を除く）
❸ファクス…38-3101
❹Ｅメール…kaigo@city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総合
案内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、
市民課駅前分室・城東分室、各出張所に設置
※記入漏れがある場合は、意見として受け付けま
せん。また、電話など口頭では受け付けません。
▼意見の公表など　寄せられた意見などは、計画
策定の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所
を除き、対応状況を市ホームページで公表します。
なお、個別の回答はしませんので、ご了承ください。
■問い合わせ先　介護福祉課介護事業係（☎
40-7099）

【卸売・小売・サービス業事業継続支援金】
　市では、新型コロナウイルス感染症の影響で、
売り上げが前年同月比で 20％以上減少している
卸売業、小売業、サービス業を営む事業者（従業
員６人以上）に対して支援金を給付しています。
　申請期限を延長していますので、市ホームペー
ジ（右記QRコードよりアクセス可能）
で内容を確認の上、申請を。
▼給付額　最大50万円
▼申請方法　原則郵送で 11月 30日（月・当日
消印有効）まで

【飲食店休業等協力金】
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、市内で飲食店を営業する事業者が、10月
22日～ 31日の期間、市からの協力依頼に応じ
て休業した場合や、感染防止対策をした上で営業
時間の短縮等をした場合に、協力金を支給します。
市ホームページ（右記QRコードよりア
クセス可能）で内容を確認の上、申請を。
▼支給額　１店舗当たり20万円
▼申請方法　原則郵送で11月 30日（月・必着）
まで

■問い合わせ・申請先　商工労政課（〒036-8551、上白銀町１の１、☎35-1135） 老朽化した空き家の除却を支援します残りわずかです
申請はお早めに

　老朽化した空き家の除却を支援するため、補助
金を支給します。希望する人は早めに申請を。
▼対象建物　次の①～④の要件すべてに該当す
る、市内にある住宅として使用されていた空き家
①木造または鉄骨造／②一戸建ての住宅または床
面積の過半が住宅として使用されていた併用住
宅（長屋 ･共同住宅を除く）／③不良度の評点が
100 点以上（柱の傾斜や屋根、外壁が剝げるな
ど老朽化や損傷の程度が大きいもの）／④放置す
れば周囲に影響を及ぼす恐れのあるもの
▼対象者　次の❶および❷の要件いずれにも該当
する者（営利を目的とする法人を除く）
❶対象住宅の所有者または相続人等
❷市税等の滞納がない者
▼対象工事　市内に本店を有する法人または市内
に住所を有する個人事業者が行う工事

▼補助金額　除却に要する
費用の 40％（限度額 50万
円）
▼募集戸数　１戸程度（予
算の範囲内で先着順）
▼申請期限　12月 28日（月）まで
▼申請の流れ　市職員が敷地に立ち入り現地調査
を実施します。市から通知された不良度の評点が
100 点以上の場合に、交付申請の手続きをする
ことができます。
▼注意事項　他にも条件がありますので、事前に
お問い合わせください。なお、空き家を解体する
ことで土地の固定資産税などが増額になる場合が
あります。
■問い合わせ先　建築指導課空き家対策係（☎
40-0522）

屋根の雪下ろし用命綱を貸し出します屋根の雪下ろし用命綱を貸し出します
　屋根の雪下ろし中の事故を防止するため、命
綱等を貸し出します。数に限りがありますので、
事前に貸出場所へお問い合わせください。
▼貸出期間　12月１日～令和３年３月25日
▼受付時間　午前８時30分～午後５時
▼貸出用品　命綱、安全帯およびヘルメット一式
▼貸 出 場 所　弘前消防署（本町、☎ 32-
5199）／東消防署（城東中央５丁目、☎ 27-

1151）／枡形分署（豊原
１丁目、☎ 33-4311）／西
北分署（小友字神原、☎93-3310）／西
分署（鳥井野字宮本、☎82-3311）
▼その他　年末年始も貸し出します。また、１
回あたりの貸出期限は、貸出日から原則５日
間とします。
■問い合わせ先　市民協働課（☎40-0384）
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【山と森のポエジー～藤田晴央】
▼とき　12月５日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）２階ラウンジ
▼出演　藤田晴
央さん（詩人）、
渋谷聡さん（ギ
ター）
▼定員　15人（先着順）
▼観覧料　無料（ただし入館料
が必要）
▼入館料　高校生以上＝ 100
円／小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・
中学生や外国人留学生、市内外
の障がい者、ひろさき多子家族

ラウンジのひととき

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。
▼申し込み方法　文学館カウン
ターまたは電話で。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

◎木の実の工作
　こどもの森で採取した木の実
を使った工作体験ができます。
▼とき　12月６日（日）
　　　　午前10時～正午
▼定員　20人程度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料

【冬季開館日】
　毎週土・日曜日と祝日、小・
中学校の冬休みおよび春休み期
間（12 月 29 日〈火〉～１月

こどもの森 12 月の催し

３日〈日〉を除く）
■■問問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

　障がいの有無に
関わらず、みんな
で一緒にバスケッ
トボールを体験で
きます。
▼とき　12月 12日（土）
　　　　午後１時～３時
▼ところ　市民体育館（五十石
町）
▼対象　小学生および中学生
（障がいの有無は問いません）
＝20人（先着順）
▼参加料　50円（保険料とし
て）

わいわいスポーツクラブ
（バスケットボール）開催

▼申し込み方法　12 月４日
（金）までに弘前大学教育学部
附属特別支援学校まで申込書を
提出してください。
※参加希望者に申込書をメール
または郵送しますので、弘前大
学教育学部附属特別支援学校へ
お問い合わせください。
▼その他　新型コロナウイルス
感染症対策として、当日の検温
などにご協力ください。
■■問問弘前大学教育学部附属特別支
援学校（富野町、地域連携部、
對馬さん、☎ 36-5011、■■ＦＦ
36-5012、 ■■ＥＥ t-tsushima@
hirosaki-u.ac.jp）

　東奥義塾高校所蔵の旧弘前藩
藩校稽古館資料について、今年
度の調査研究における成果を発

旧弘前藩藩校稽古館資料
調査報告会

表します。
▼とき　12月 13日（日）、午
後１時30分～４時
▼ところ　弘前大学人文社会科
学部棟（文京町）４階多目的ホ
ールおよび Zoomによるオン
ライン配信
▼内容　人文社会科学部教員に
よる調査報告
▼会場定員　40人（先着順）
※当日はマスクの着用をお願い
します（会場にマスクの用意は
ありません）。当日体調の優れ
ない人は、無理をしないようお
願いします。
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼オンラインでの参加　事前に
メールでお申し込みください。
■■問問弘前大学人文社会科学部地域
未来創生センター（古川さん、
☎ 39 - 3198、 ■■ＥＥ i r r c@
hirosaki-u.ac.jp）

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。

●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

市立市立博博物館の企画展物館の企画展３３

みちのく人形展みちのく人形展
～五彩に輝くこけし・雛人形・土人形～～五彩に輝くこけし・雛人形・土人形～

　雛（ひな）人形を中心に、五
月人形、こけし、土人形を紹介
します。特に雛人形は、津軽家
ゆかりの雛道具をはじめ、寛永
雛・享保雛・古今雛・次郎左衛
門雛など江戸時代の貴重な古典
雛人形を紹介します。
　愛らしく穏やかにほほ笑むお
雛さまを眺めながら、春の訪れ
を待ってみませんか。
▼とき　11 月 21 日（土）～令和３年 3 月
21日（日）
▼開館時間　午前９時30分～午後４時30分
▼休館日　12月 21日、令和３年１月 18日、
２月 15日、３月 15日（いずれも第３月曜日）、
年末年始（12月 29日～令和３年１月3日）

▼観覧料　一般
300 円（220
円）、高校・大学
生150円（110
円）、小・中学生
100円（50円）
※（　）内は20人以上の団体料金／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。
※高岡の森弘前藩歴史館との共通券あり。詳
しくは問い合わせを。
▼併催　常設展「ひろさきの歴史と文化～原
始から近現代へ～」
■■問問市立博物館（下白銀町、☎35-0700）

▲享保雛

▲津軽系こけし

▼とき　11月 29日（日）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史館（高岡
字獅子沢）
▼内容　チェロとコントラバスによる二
重奏
▼出演　菊地謙太郎さん（チェロ）、鈴
木愛理さん（コントラバス）
▼定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼観覧料　無料（ただし入館料が必要）
▼入館料　一般＝ 300 円／高校・大学
生＝150円／小・中学生＝100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。／
マスクの着用をお願いします。
■■問問 11 月 15日（日）以降に、高岡の森
弘前藩歴史館（☎83-3110、11月 16
日〈月〉は休み）へ申し込みを。

高岡の森弘前藩歴史館　ロビーコンサート
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▼とき　12月１日（火）・８日
（火）、午前 10 時～ 11 時 30
分
▼ところ　サンライフ弘前（豊
田１丁目）
▼内容　ヨーガの初歩的な実技
と解説　
※運動のできる服装で参加を。

▼定員　10人
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　100 円（保険料と
して）
■■問問 サンライフ弘前（☎ 27-
2811、毎月第４土曜日〈祝日

初心者ヨーガ教室

のときはその直後の日曜日〉は
休み）

　視覚や聴覚
に障がいのあ
る人やシニア
の 人 に iPad
を教えられる
人を育成しま
す。
▼とき　12月２日～令和３年
２月 10 日の毎週水曜日（12
月 30日を除く）、午後６時30
分～８時 30分（計 10回）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼講師　高森三樹さん（エイチ
ピースタイリング代表／あおも
り IT 活用サポートセンター理
事）
▼定員　10 人（講座期間中は
iPad を貸し出しします）
▼受講料　無料
■■問問 11 月 29 日（日）までに、

障害者・シニアの方に
iPad を教える人財育成講座

高森さん（☎ 090-9742-
6430、■■ＨＨ http://w3a.in）へ
申し込みを。

▼とき　12月５日（土）、午前
10時～午後０時30分
▼ところ　弘前医療福祉大学短
期大学部（小比内３丁目）調理
実習室
▼内容　食育講習会と調理実習
「今こそしっかり手洗い！正し
い手洗いで感染を防ごう」～“せ
いけつな手”で肉まんをつくろ
う～

▼講師　葛西静男さん、石岡真
移子さん（両者とも別科調理師

弘前医療福祉大学短期大学部
食育教室 2020

●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

養成・１年課程教員）
▼対象　小・中学生とその保護
者＝６組（先着順）
▼参加料　１人500円
▼持ち物　筆記用具、エプロン、
三角巾（バンダナ）、手拭きタ
オル、内履き（小・中学生のみ）
▼ 申 し 込 み 方 法　11 月 16
日（月）～ 27 日（金）にホ
ームページ（https://www.
hirosakiuhw.jp/）から申し
込みを。
※当日はマスクの着用、体温測
定、アルコール消毒などのご協
力をお願いします。
■■問問弘前医療福祉大学短期大学部
食育教室係（☎27-1001）

　弘前藩に伝わる古文書を、郷
土史を学びながら易しく分かり
やすく解説します。
▼とき　毎月第１日曜日と第３
日曜日（令和３年１月は第２日
曜日と第３日曜日）、午前 10
時～正午
▼ところ　生きがいセンター
（南袋町）
▼受講料　新規受講者・再受講
者は３月まで1,000円
※初めての人は初回無料で見学
できます。
■■問問弘前古文書教室（福士さん、
☎ 87-4129、田沢さん、☎
32-0339、 ■■ＥＥ qqe66y79@
sunny.ocn.ne.jp）

弘前古文書教室

　大学教員や学生からの話題提
供や資料を使って、今後の地域
づくり活動に役立つ全 10回の
講座やワークショップを行って
います。
▼日程　12 月９日（水）＝第
５回「地域文化資源が求められ
るとき」／ 12 月 23 日（水）
＝第６回「占領期の『月刊東奥』
から見る青森の戦後」
※時間はいずれも午後６時 30
分～８時。
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）中会議室
※会場で開催のほか、Zoom
によるオンライン形式でも開催
します。
▼講師　第５回＝葉山茂さん
（弘前大学人文社会科学部准教
授）／第６回＝尾崎名津子さん
（同大学人文社会科学部准教授）
▼対象　高校生以上の市民＝
30人
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼その他　６回以上参加した人
に、修了証を交付します。オ
ンラインにて参加を希望する人
は、各自Zoomアプリ（無料）
をダウンロードしてください。
※詳しい内容は弘前大学人文社
会科学部地域未来創生センター
ホームページ（http://human.
cc.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）

地域未来創生塾＠中央公民館
をご覧ください。
■■問問弘前大学人文社会科学部地
域未来創生センター（☎ 39-
3198、平日の午前10時15分
～午後５時）／中央公民館（☎
33-6561、火曜日は休み）

▼ と き　12 月 10 日（ 木 ）・
24 日（木）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　カイロプラクティック
療法による、ボディコントロー
ルバンドを使った体のバランス
を整える運動

▼講師　三上孝正さん（カイロ
ハウスみかみ）
▼対象　65歳以上の市民＝各
回12人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　内履き、タオル、飲
み物、動きやすい服装、マスク
※事前の申し込みが必要。
■■問問 11 月 20 日（金）から、温
水プール石川（☎ 49-7081）
へ。

健康サポート教室
～体のゆがみ改善～

 教室・講座

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　168,866人
 　男  　  77,266人 　男  　  77,266人
 　女 　女 　    　   91,600人91,600人

令和２年 10月１日現在（推計）令和２年 10月１日現在（推計）
・世帯数  72,345世帯　・世帯数  72,345世帯　

（-98）（-98）
（-63）（-63）
（-35）（-35）
（+14）（+14）

下水道の処理区域が広がります
　公共下水道の処理区域が12月１日から広がります。対象は
乳井字岩ノ上、乳井字茶臼舘の各一部です。
　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。
また、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。
■■問問上下水道部営業課給排水係（岩木庁舎、☎55-6895）

りがな）、③学年・年齢、④希望時間、⑤保護
者氏名、⑥電話番号を記入して申し込みを。
※１回の応募で２人まで申し込みできます。／
応募者多数の場合は抽選を行い、結果を12月
15日（火）に郵送します。
※会場内の３密を避けるため、同伴者は入場
できませんのでご了承ください。／新型コロ
ナウイルス感染拡大防止対策を行い開催しま
す（体験教室実施日の２週間前頃から検温を
お願いします。健康状態によっては参加をお
断りします）。
■■問問津軽広域連合レザーコインケースづくり体
験係（〒 036-8003、駅前町９の
20、ヒロロ３階、☎ 31 - 1201、
■■ＥＥ rengou@tsugarukoiki.jp）

レザーコインケースづくり体験

▼とき　12 月 25 日（金）、①午前 10 時～
11時、②午前 11時 30分～午後０時 30分、
③午後１時30分～２時 30分（全て同じ内容）
▼ところ　ヒロロ３階健康ホール
▼内容　レザーに刻印し染色して作る三角コイ
ンケースづくり
▼講師　堀川拓郎さん
▼対象　弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板
柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村に住む小学
校４年生～６年生＝各回12人

▼参加料　１人1,000円
▼申し込み方法　12 月 10 日
（木・当日消印有効）までに、
はがきまたはEメールに、①郵
便番号・住所、②参加者氏名（ふ
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　仕事や働き方に
ついて、自分の職
業能力を書き込む
ジョブ・カードを
活用しながらキャ
リアコンサルティングを行い、
これからのキャリアプランを考
える講座を、Zoom を使用し
てオンラインで開催します。
▼とき　12月 12日（土）、午
前10時～ 11時 30分
▼講師　中野綾子さん（国家資
格キャリアコンサルタント）
▼対象　女性＝15人

女性のためのキャリアアップ
セミナー（オンライン）

▼受講料　無料
※通信費は受講者負担。
※詳しくはホームページ
（https://carisapo.mhlw.
go.jp/eventsch/40354/）
で確認を。
■■問問青森キャリア形成サポートセ
ンター（☎017-723-5315）

【指で描くパステルアート～絵
心なくても大丈夫！～】
▼とき　12月 12日（土）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）２階第２会議室
▼内容　初めての人でもできる

かっこいい大人養成講座２

パステルアートの描き方を学び
ながら、参加者同士が交流を深
めます。
▼講師　田村静香さん（色彩ア
ドバイザー）
▼対象　市内に在住または通
学・通勤している 18 歳～ 50
歳の人＝ 10人（先着順）
▼参加料　300 円（材料費と
して）
■■問問 12 月４日（金）までに、電
話、ファクスまたはEメール（住
所〈町名まで〉・氏名〈ふりが
な〉・年齢・電話番号を記入）で、
中央公民館（☎ 33-6561、■■ＦＦ
33-4490、 ■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）へ。

よび体調確認を行いますのでご
了承ください。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は
休み）

　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。昨年度、利用か
ら６カ月後の体力測定結果で
は、91.7％の利用者が前回値
を維持または向上しているとい
う結果になりました。
　専門のスタッフがプログラム
の実施を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　令和３年１月～６
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　12 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、12月中
旬以降に結果を郵送します。
■■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）

ヒロロ高齢者健康トレーニン
グ教室

●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

 

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
12／6 関医院中津軽診

療所（賀田１）
☎82-3006

13 さがらクリニッ
ク（桔梗野１）

☎37-2070

20 今村クリニック
（松原西２）

☎88-3090

27 弘前温泉養生医
院（真土）

☎82-3377

耳鼻咽喉科・眼科
12／13 成田眼科クリニ

ック（森町）
☎35-5155

27 なんば耳鼻咽喉
科（高田５）

☎55-8749

31 加藤眼科クリニ
ック（田町５）

☎31-3711

福島耳鼻咽喉科
（百石町）

☎32-5032

歯　科
12／6 福原歯科医院

（上鞘師町）
☎37-3535

13 オリオン歯科クリ
ニック（元寺町）

☎33-0418

20 工藤歯科医院
（石川字家岸）

☎92-2330

27 あべ歯科医院
（青山３）

☎37-3737

31 副島歯科医院
（稔町）

☎38-7272

代官町クリニック
吉田歯科（代官町）

☎38-4142

　テーマを原始、古代、近世、
近代の４つの時代区分に沿って
市の歴史と文化を紹介します。
▼とき　12月 13日（日）、午
後２時～３時15分ごろ
▼ところ　市立博物館（下白銀
町）
▼テーマ　考古学からみた津軽
の歴史
▼講師　工藤清泰さん（日本考
古学会会員）
▼定員　50人（先着順）
▼参加料　無料（別途観覧料が
必要）
▼申し込み方法　11 月 25 日
（水）以降、市立博物館に電話
で申し込みを。
■■問問市立博物館（☎35-0700）

▼とき　12月 17日（木）、午
前10時～ 11時 30分
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）２階中会議室
▼内容　「自分らしく生きる～
元気なうちに考える終活～」

▼講師　村井麻矢さん（上級終
活インストラクター）
▼対象　おおむね 60歳以上の
市民＝30人程度（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　12 月 14 日
（月）までに、電話かファクス
または Eメール（住所〈町名
まで〉・氏名〈ふりがな〉・年齢・
電話番号を記入）で申し込みを。
▼その他　新型コロナウイルス
感染予防のため、マスクの着用
をお願いします。当日は検温お

第１回市立博物館歴史講座

ベテランズセミナー

※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。

弘前地区環境整備センター弘前地区環境整備センター
プラザ棟の教室プラザ棟の教室

■■問問弘前地区環境整備センタープラザ棟（〒 036-8314、町田
字筒井６の２、☎ 36-3388、■■ＨＨ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kankyoseibi/plaza/、受け付けは午前９時～午
後４時、月曜日〈月曜日が祝日の場合は翌日〉は休み）

ミニ門松作り教室ミニ門松作り教室
　不要になったわらや竹、畳表な
どを再利用して制作します。
▼とき　12月 19日（土）
　　　　午前９時30分～午後３時
▼講師　尾崎行雄さん
▼対象　10人（１人１基）
※家族での参加は、１家族１基の
制作となります（小学生の場合は
保護者の同伴が必要）。
▼参加料　無料
▼持ち物　昼食、飲み物
※作業がしやすく、汚れても良い服装で参加を。
▼申し込み方法　往復はがきに教室名・住所・氏名・
年齢・電話番号を記入の上、12月５日（土・必着）
までに郵送で申し込みを。
※往復はがき１枚につき２
人まで応募できます。応募
多数の場合は抽選で決定し、
12月 11日（金）までに抽
選結果をお知らせします。

クリスマス飾りとアロマワックス作り教室クリスマス飾りとアロマワックス作り教室
　木製のミニツリーや、手作りド
ライフラワーとろうそくを使った
アロマワックスを作ります。
▼とき　12月 12日（土）
　　　　午前９時30分～正午
▼講師　ミニツリー・サンタクロ
ース作り…尾崎行雄さん／アロマ
ワックス作り…プラザ棟職員
▼対象　小学生以上＝ 10 人（小
学生の場合は保護者の同伴が必要）
▼参加料　無料
▼持ち物　アロマオイル（持って
いる人）、作品持ち帰り用の袋
※作業がしやすく、汚れても良い服装で参加を。
▼申し込み方法　往復はがきに教室名・住所・氏名・
年齢・電話番号を記入の上、11月 30日（月・必着）
までに郵送で申し込みを。
※往復はがき１枚につき２人まで応募できます。応
募多数の場合は抽選で決定し、12月７日（月）ま
でに抽選結果をお知らせします。
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▼とき　11 月 27 日～ 12 月
25 日の毎週金曜日、午前 10
時 30分～ 11時 30分
▼ところ　運動公園多目的室３
▼内容　脳トレや簡単なストレ
ッチ、道具を使った体操等
▼対象　市民＝10人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　11 月 23 日
（月・祝・必着）までに、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）・教室名を記入の上、
郵送で申し込みを。
※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。
■■問問 運動公園（〒 036-8101、
豊田２丁目３、☎27-6411）

▼とき　12月３日～令和３年
１月 14 日の毎週木曜日（12

ストレッチ＆体操教室

冬の健康づくり体操教室

月 31 日を除く）、午前 10 時
30分～ 11時 30分
▼ところ　運動公園多目的室３
▼内容　脳トレや簡単なストレ
ッチ、道具を使った体操等
▼対象　市民＝10人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　11 月 24 日
（火・必着）までに、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）・教室名を記入の上、郵
送で申し込みを。
※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。
■■問問 運動公園（〒 036-8101、
豊田２丁目３、☎27-6411）

▼とき　12 月３日～ 22 日の
毎週火・木曜日、午後１時 30
分～２時 30分
▼ところ　河西体育センター
▼内容　水中ウオーキングの基
本等
▼対象　市民＝15人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　11 月 27 日
（金・必着）までに、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）・教室名を記入の上、郵

プールで筋トレ・脳トレ
水中ウォーキング教室

送で申し込みを。
※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。
■■問問河西体育センター（〒 036-
8316、石渡１丁目 19 の１、
☎ 38-3200）

▼とき　12 月６日～ 27 日の
毎週日曜日、午前 10時 30 分
～ 11時 30分
▼ところ　弘前B&G海洋セン
ター（八幡町１丁目）武道館
▼内容　初心者～中級者向け、
リラックス効果のあるヨガ
▼対象　一般＝20人（先着順）
▼参加料　１回 500 円（保険
料込み）
※ヨガマットレンタル有（１回
100円）
■■問問弘前B&G海洋センター（☎
33-4545、火曜日は休み）

▼とき
① 12月７日～令和３年３月８
日の毎週月曜日、午前 10 時
30分～11時 30分（１月４日・
11日は除く）、全12回
② 12 月３日～令和３年３月
11日の毎週木曜日、午後２時
～３時（12月 31日、１月７日、
２月11日は除く）、全12回

サンデーヨガ

はるか夢球場ポジティブ
フィットネス教室

③ 12月４日～令和３年３月５
日の毎週金曜日、午後２時～３
時（１月１日・８日は除く）、
全12回
▼ところ　運動公園（豊田２丁
目）はるか夢球場２階多目的室
３
▼内容　
①ピラティス（体のゆがみを修
正、筋トレとストレッチを組み
合わせた体幹運動）
②ストレッチポール＆エクササ
イズ（ストレッチポールを使っ
て骨格を正しい状態にリセット
し、効果的に肉体を維持・強化）
③リフレッシュヨガ（呼吸とス
トレッチでリンパの流れや血行
を促進させ、緊張をリラックス

させる運動）
▼対象　18 歳以上＝各回 10
人（先着順）
▼参加料　１回 500 円（保険
料込み）
※全12回参加の場合は5,500
円／ヨガマットレンタル有（１
回 100 円）／マスクを持参し
てください。
■■問問 運 動 公 園（ ☎ 27-6411、
■■ＦＦ 27-6416、 ■■ＥＥ unkou@
hirosaki-taikyo.com）

▼とき　令和３年１月 10 日
（日）、午前９時～（受け付けは

第１回新春ラージボール
卓球大会

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
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午前８時30分～）
▼ところ　弘前B&G海洋セン
ター（八幡町１丁目）武道館
▼内容　ラージボール卓球大会
▼対象　市民（学生は除く）
▼参加料　1,300 円（参加賞
代・弁当代込み）
※マスクを着用してください。
■■問問 12月14日（月）までに、弘
前ラージボール卓球協会（桜庭
さん、☎090-5183-1215）へ。

有 料 広 告 有 料 広 告

　ホンデリングとは、寄付していただいた本の
売却代金を、「全国被害者支援ネットワーク」
が行う支援活動に役立てるものです。
　全国被害者支援ネットワークでは、犯罪被害
に遭われた人々への精神的ケアや、警察や病院
等への付き添い支援、経済的支援などを行って
います。また、根拠のないうわさや心ない言葉
などの二次的被害を防止することも重要な任務
として、社会啓発に取り組んでいます。
　昨年は多くの人に賛同いただき、約 700冊
を寄付することができました。今年も引き続き
ご協力をお願いします。
▼実施期間と寄付ボックス設置場所
①市役所（上白銀町）２階市民協働課前通路…
11月 16日（月）～令和３年３月 31日（水）
の年末年始（12月 29 日～１月３日）を除く

平日、午前８時30分～午後５時
②市民参画センター内（駅前町、ヒロロ３階）
…11月 16日（月）～令和３年３月31日（水）
の年末年始（12月 28日～１月３日）を除く、
午前９時～午後９時
▼寄付対象となる本　ISBNコードがついた本

※ ISBNコードがついていない本、個人出版
の本、古書、マンガ雑誌、コンビニコミック、
百科事典などは対象外です。寄付いただいた本
は返却できませんのでご了承ください。
■■問問市民協働課（☎40-0384）

▲ ISBNコード

 スポーツ

本で広がる支援の輪

「ホンデリング」にご協力協力をを
あなたの寄付で、犯罪被害に遭われた人への支援の輪が支援の輪が広がります
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　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べ
ます。
▼出願期間　11月 26日（木）
～令和３年３月16日（火）
※詳しい資料を無料で配布しま
すので、お問い合わせください。
／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。
■■問問放送大学青森学習センター
（☎38-0500）

【自衛官候補生（男女）】
▼受験資格　18歳以上 33歳
未満
▼受付期間　11月 20日（金）
まで
▼試験日　12月５日（土）・６
日（日）

【高等工科学校生徒（推薦・一

放送大学 2021 年度第１学
期（４月入学）学生募集

自衛官募集

般）】
▼受験資格　17歳未満の男子
（中学校卒業見込み含む）
▼受付期間　推薦…11 月 30
日（月）まで／一般…令和３年
１月６日（水）まで
▼試験日　推薦…令和３年１月
10日（日）または11日（月・
祝）のいずれか指定する１日／
一般…令和３年１月23日（土）
※詳しくは問い合わせを。
■■問問自衛隊弘前地域事務所（☎
27-3871）

　令和２年８月末現在、全国の
警察から指名手配されている者
は、重要指名手配被疑者をはじ
めとして、約650人に上って
います。これらの被疑者は、殺
人、強盗などの凶悪事件のほか、
暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領
などの事件に関して指名手配さ
れており、再び犯行を行う恐れ
があります。
　警察では、特に重大な犯罪の
被疑者を選定し、11月中に全
国警察の総力を挙げて追跡捜査

指名手配被疑者の
検挙にご協力を！

を行います。捜査活動には皆さ
んのご協力が必要です。よく似
た人を見かけたといった情報な
ど、どんなわずかなことでも結
構ですので、警察に通報をお願
いします。
■■問問弘前警察署刑事第一課（☎
32-0111〈内線332〉）

　eLTAXは、地方税に関する
手続きをインターネットを利用
して電子的に行うシステムで、
次のような利点があります。
○手続きは自宅やオフィスから
可能
○複数の地方自治体にまとめて
一度に送信が可能
○eLTAXのサービスは無料
　国と地方にそれぞれ提出する
義務のある源泉徴収票・給与支
払報告書を一括して、eLTAX
で一元的に送信することができ
ます。詳しくはホームページで
確認を。
■■問問地方税共同機構（☎ 0570-
081459、 ■■ＨＨ http://www.
eltax.lta.go.jp）

給与支払報告書の提出は
eLTAX（エルタックス）で

●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

　津軽中部広域農道（愛称・やま
なみロード）の市内十面沢から
鰺ヶ沢町までの区間で、雪道の通
行の安全確保が困難となるため、
12 月１日から令和３年３月 31
日まで通行止めになります。この
期間は主要地方道弘前鰺ヶ沢線を利
用してください。
■問い合わせ先　農村整備課
（☎40-2955）

津軽中部広域農道が
冬期に一部通行止めになります

ご協力を
お願いします

　市民参画センターに設置して
いる団体用ロッカー、レターケ
ースの令和３年度年間利用分事
前申請の受け付けをします。
▼受付期間　11月16日（月）、
午前９時～令和３年１月18日
（月）、午後７時30分
▼利用期間　令和３年４月８日
（木）～令和４年３月31日（木）
▼募集台数　団体用ロッカー
53台＝年額1台3,120円、レ
ターケース72台＝無料
▼その他　申請書類は窓口で配
布するほか、市ホームページで
もダウンロードできます。／現
在利用している団体も申請が必
要です。／申し込み多数の場合
は抽選となります。抽選の実施
については、受付終了後に市ホ
ームページでお知らせします。
■■問問市民参画センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎31-2500）

　来年度に進学を予定している
子どもがいるひとり親家庭等世
帯を対象に、母子父子寡婦福祉
資金の貸付予約を受け付けてい
ます。
▼対象　令和３年度に進学を希
望している子どもがおり、経済
的理由で進学させることが困難
なひとり親家庭等世帯
▼対象資金　就学支度資金、修
学資金、修業資金
※対象資金の内容や申請条件な
ど、詳細については問い合わせ
を。
▼申請期限　令和３年１月29
日（金）

市民参画センターの
ロッカーなどの利用申請受付

母子父子寡婦福祉資金

※申請には事前相談が必要で
す。申請から貸し付けまでに1
カ月以上かかりますので、早め
に電話で予約の上、相談してく
ださい。事前相談は生活の状況
等を伺うため１時間程度かかり
ます。
■■問問中南地域県民局福祉調整課
（下白銀町、弘前健康福祉庁舎
４階、☎35-1622）

　60 歳未満の国
民年金第１号被保
険者（国民年金保
険料納付免除者を
除く）で、年間
60日以上農業に従事する人は
誰でも加入できます。
　保険料の額は、月額２万円か
ら６万７千円まで自由に決める
ことができ、支払った保険料は
全額が社会保険料控除の対象と
なります。
※農業者年金に加入する人は、
国民年金の付加年金（月額400
円）加入が必要です。／国民年
金基金および個人型確定拠出年
金（イデコ）とは重複加入でき
ません。
　詳しい内容は、お問い合わせ
ください。
■■問問農業委員会事務局（☎ 40-
7104）

▼とき　令和３年１月 14 日
（木）・15日（金）
▼ところ　青森県武道館（豊田
２丁目）第１～第３会議室
▼受講料　配管工認定講習・責
任技術者更新講習…7,000 円
／配管工更新講習…5,000 円
（振込手数料を除く）
※詳しい内容については、市ホ

農業者年金に加入しましょう

排水設備工事配管工認定講習
責任技術者・配管工更新講習

ームページまたは青森県下水道
協会ホームページ（http://
www.aomori-pswa.jp/）を
ご覧ください。
■■問問 11 月 30 日（月）までに、
上下水道部営業課給排水係（岩
木庁舎、☎ 55-6895、受け付
けは平日のみ）へ申し込みを。

　一緒に楽しく「歌って」、「踊
って」、「演技する」ミュージカ
ルを体験してみませんか。
▼とき　12 月 25 日（金）～
27 日（日）、令和３年１月６
日（水）・12日（火）・13日（水）
の午後１時～２時 30分（全６
回）
※発表会はありません。
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）２階大会議室
▼講師　清水知子
さん、前田美代子
さん（ともに情報
ネットワークグル
ープ「リエゾン」）
▼対象　市内の小学校３年生～
中学生＝20人
▼参加料　1,000円（材料費）
▼持ち物　室内用シューズ（動
きやすいもの）、筆記用具、汗
拭きタオル、飲み物
※ストレッチしやすい服装（ズ
ボン・靴下必須）で参加を。
▼ 申し込み方法　12 月７日
（月）までに、①住所、②電話
番号、③氏名（ふりがな）、④
学校名、⑤学年、⑥保護者氏名、
⑦ミュージカルクラブの経験の
有無、⑧簡単な目標を記入の上、
はがき、ファクスまたはＥメー
ル、直接来館で申し込みを。
■■問問 中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は
休み）

「子どもミュージカルクラブ
短期集中講座」会員募集

  

 その他
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②感染者の世話は
限られた人で

④こまめに手を洗う

⑦汚れた寝具や衣類を洗濯する

⑧ごみは密閉して捨てる

⑥共用する部分を消毒する

●感染者は個室にする。部屋を分
けられない場合は、２ｍ以上の距
離を保つか、仕切りやカーテンを
設置し、寝る時は頭の位置を互い
違いにする。
●感染者は極力部屋から出ないよ
うにして、トイレや風呂など共用
スペースの利用は最小限に。

●心臓、肺、腎臓に持病のある
人、糖尿病の人、免疫の低下し
た人、妊婦などはなるべく避け
る。

③できるだけマスク
は家族全員がつける

●感染者も家族もマスクをする。
●使用したマスクは他の部屋に持ち出さない。
●マスクを外す際は、ゴムやひもをつまみ、
マスクの表面には触れない。
●マスクを外した後は必ずせっけんで手を洗
う（アルコール手指消毒剤でも可）。

●洗っていない手で目や鼻、
口などを触らない。
●せっけんで30秒程度手洗
いもしくはアルコール消毒を。

1 時間に２回以
上、1回につき数
分間、窓を全開に
して換気する。

寝具や衣類を洗う時は、手袋、マス
クをつけて洗濯機に入れ、家庭用洗
剤を使って洗濯し完全に乾かす。

鼻をかんだティッシュなどは、す
ぐにビニール袋に入れ、室外に出
す時は密閉して捨てる。その後は
直ちにせっけんで手を洗う。

●共用部分（ドアの取っ手やノブなど）は
0.05％の次亜塩素酸ナトリウム（薄めた漂
白剤）で拭いた後、水拭きするか、アルコー
ルで拭く。
●トイレや洗面所はこまめに清掃する。市販
の家庭用洗剤を使用して汚れを落とし、すす
いだ後に、0.1％の次亜塩素酸ナトリウムを
含む家庭用消毒剤を使う。
●洗濯や食後の食器洗いを感染者のものと分
ける必要はなく、タオル、衣類、食器、箸・
スプーンなどは通常の洗濯や洗浄をする。た
だし、洗浄前のものは共用しない。特にタオ
ルは共用しないように注意。

家族に新型コロナウイルス感染症が疑われるとき家族に新型コロナウイルス感染症が疑われるとき

家庭内で注意すべきこと家庭内で注意すべきこと

①部屋を分ける

出典：厚生労働省「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合
の家庭内での注意事項（日本環境感染学会とりまとめ）」

厚労省　家庭内での注意事項

詳しくはこちらから
 検索

⑤換気をする


