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　市の健（検）診
をインターネット
で予約し、受診し
た人に 500 円分
のQuo カードをプレゼントし
ます（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代・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
インターネットで予約できませ
ん。詳しくは「弘前市　集団検
診」で検索するか、「健康と福
祉ごよみ」をご覧ください。
■■問問健康増進課（☎37-3750）

　市が運営するウェブサイト
「弘前市まちなかナビゲーター
（通称ひろナビ）」は、中心市街
地への来街者の増加と回遊性の
向上を図ることを目的として、
市民や外国人向けに、中心市街
地の店舗・イベント・空き店舗
の情報を発信しています。
　現在、中心市街地区域内にあ
る店舗を対象に、本ウェブサイ
トへの掲載を希望する店舗を募
集しています。詳細は、QRコ

インターネット健（検）診予
約で Quo カードをプレゼント

「ひろナビ」に中心市街地の
店舗情報を掲載しませんか？

ードまたは市ホー
ムページ（http://
www.city.hirosa
k i . aomor i . j p /
oshirase/sangyo/2021-05
18-2053-39.html） を ご 覧
ください。
■■問問商工労政課商業振興係（☎
35-1135）

　さまざまな空き家の問題（相
続、登記、成年後見、境界、売
買等）や有効活用に向けた相談
などに専門家（弁護士、司法書
士、土地家屋調査士、空き家相
談員）が答えます。必ず事前の
申し込みが必要です。
▼とき　７月21日（水）
　　　　午後６時～８時
▼ところ　市役所３階会議室
（小会議室、防災会議室とは異
なりますのでご注意ください）
■■問問７月７日（水）までに、建築
指導課空き家対策係（☎ 40-
0522、■■ＦＦ 38-5866、■■ＥＥ ken
chikushidou@city.hirosaki
.lg.jp）へ申し込みを。

　建設リサイクル法に基づく分
別解体および再資源化などの適
正な実施を促し、法律の実効性
を確保するため、６月をパトロ

空き家の無料個別相談会

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～

ール強化月間とし、全国一斉パ
トロールを実施します。
　当市でも、建設リサイクル法
が順守されているか、工事現場
を中心にパトロールを実施しま
す。係員が解体工事現場などに
立ち入る時は、ご協力をお願い
します。
▼実施期間　６月下旬
■■問問建築指導課（☎40-7053）

　公共下水道の処理区域が、７
月１日から広がります（対象…
薬師堂字岡本の一部）。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。
■■問問上下水道部営業課給排水係
（☎55-6895）

　藤田記念庭園のハ
ナショウブ管理（花
がら取りやラベル貼
り替え作業など）を
体験してみませんか。
▼とき　7 月 14 日（水）、午
前９時30分～ 11時 30時

下水道の処理区域が
広がります

ボランティア活動
「みどりフレンズ」大募集！

前の予約は不要ですが、通話料
はかかります。
▼とき　７月３日（土）
　　　　午前10時～午後６時
▼対象　B型肝炎患者またはそ
の家族（患者が亡くなっている
場合は、その相続人）
▼相談用電話番号　☎ 022-
224-1490 ／ ☎ 022-224-
1491
■■問問 B 型肝炎被害対策東北弁護
団事務局（小野寺友宏法律事務
所内、☎0120-76-0152）

　市内の事業所に就職を希望す
る人を対象に、企業説明会およ
び面接会を開催します。
▼とき　７月 13 日（火）、午
後１時～４時（受け付けは午後
０時30分～３時）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼対象　ハローワークに求職登
録している人
※当日の登録も可能。
▼参加企業数　15社程度
▼持ち物　履歴書、ハローワー
ク受付票（ハローワークに求職
登録している人）
▼参加料　無料
※事前の申し込
みは不要。入退
場自由。雇用保
険受給者は求職活動実績の対象
になるため、雇用保険受給資格
者証の持参を。参加企業は、青
森労働局または市ホームページ
でご確認ください。UJI ターン
求職者は、Skype（スカイプ）
面談の実施が可能です（事前の
申し込みが必要）。当日はヒロ

ひろさき就職説明会＆面接会

※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　動きやすく汚れても
いい服装、飲み物、手袋、タオ
ル等（悪天候時は中止）
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

▼とき　６月30日（水）
　　　　午前10時～午後１時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼内容　青森県保育士・保育所
支援センター職員による個別相
談、県内の保育所・認定こども
園など求人情報の閲覧・紹介
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。延期・
中止する場合もありますので、
事前に青森県保育士人材バンク
ホームページ（https://hoiku
bnk.pref.aomori.lg.jp/） を
確認してください。
■■問問青森県保育士・保育所支援セ
ンター（青森県社会福祉協議会
内、 ☎ 017-718-2225、 ■■ＥＥ
hoiku@aosyakyo.or.jp）

　女性および LGBT に関する
権利問題の相談を受け付けま
す。事前の予約は不要ですが、
通話料はかかります。
▼とき　６月25日（金）
　　　　正午～午後６時
▼相談用電話番号　☎ 017-
763-4670
■■問問青森県弁護士会事務局（☎
017-777-7285）

　B型肝炎被害対策東北弁護団
が無料電話相談を行います。事

令和３年度保育のお仕事
出張相談会 Part １

「女性の権利 110 番」
無料電話相談

B 型肝炎訴訟無料電話相談会

 

休日在宅当番
▼診療時間　内科…午前９時～
正午／耳鼻いんこう科・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
ホームページや休日在宅当番医
に電話でご確認ください。

内　科
7／4 梅村医院（石渡１）☎32-3593
11 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

18 沢田内科医院
（茂森新町１）

☎37-7755

25 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
7／11 福島耳鼻咽喉科

（百石町）
☎32-5032

25 加藤眼科クリニ
ック（田町５）

☎31-3711

歯　科
7／4 明本歯科医院
（大町３）

☎35-4774

11 やぎはしファミリ
ー歯科（富田町）

☎36-4180

18 ひまわり歯科クリ
ニック（早稲田２）

☎29-3738

22 矯正歯科じん歯科
クリニック（大町２）

☎37-1182

23 松枝歯科医院
（下白銀町）

☎35-2157

25 かなもり歯科
（中野５）

☎89-1550

◎上記のほか市急患診療所（野
田 2 丁目、☎ 34-1131）にお
いて、内科・外科・小児科の診
療を行っています。
①休日…午前10時～午後 4時
②夜間…午後7時～10時 30分
※夜間は内科と小児科のみ診療。
◎休日当番が割り当たっていな
い日や、急患診療所の受付時間
外は医療機関紹介電話（☎ 32-
3999）へお電話ください。

ロ３階の託児室を利用できます
（事前の申し込みが必要）。
■■問問 I･M･S（弘前就労支援セン
ター内、駅前町、ヒロロ３階、
☎55-5608）

有 料 広 告有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

　まちなか情報センター（土手町）は、床面修
繕工事のため次の日程で臨時休館します。ご理
解とご協力を、よろしくお願いします。
▼とき　６月22日（火）・23日（水）
■■問問商工労政課（☎35-1135）


