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　市政懇談会は、市民の皆さん
との直接対話の中からさまざま
な提案を出してもらう場とし
て、弘前市町会連合会と市が協
働で開催しています。令和３年
度は千年地区、石川地区、藤代
地区、朝陽地区、二大地区、東
地区、桔梗野地区、三大地区の
８地区で開催する予定でした
が、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止の観点から昨年
度に続き通常開催を中止するこ
とになりました。なお、中止と
なった地区から事前に提案のあ
った案件に対して、各地区に文
書で回答する「書面開催」を８
月以降（予定）に実施します。
■■問問広聴広報課（☎35-1194）

　今年度の敬老大会は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、昨年度に引き続き
中止となりました。ご理解のほ
どよろしくお願いします。
■■問問市社会福祉協議会地域福祉課
（☎33-1161）

　８月１日（日）に開催を予定
していたじょうもん祭りは、新
型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、中止となりま
した。楽しみにしていた人には
申し訳ありませんが、ご理解の
ほどよろしくお願いします。
■■問問文化財課（☎82-1642）

市政懇談会通常開催中止（書
面開催）のお知らせ

令和３年度敬老大会中止の
お知らせ

令和３年度「大森勝山じょう
もん祭り」開催中止について

　まちづくり活動の担い手育成
を目的に、地域の事を自分事と
して考え「やりたいこと、やっ
てみたいこと」を企画し、活動
として実践していく「ひろさき
未来創生塾」の第２期生を募集
します。
▼内容　月１～２回程度の講座
や事業の企画立案等を令和５年
３月まで実施
※開校式は８月21日（土）／詳
しくは市ホームページで確認を。
▼対象　市民または市内に通
勤・通学しているおおむね 20
代～ 30代の人＝ 10人程度
▼受講料　無料
▼申し込み方法　７月 28 日
（水）までにＥメールでエント
リーシートの提出を。
※エントリーシートは市ホームペ
ージからダウンロードできます。
▼選考　エントリーシートを審
査し、申し込みをした人全員に
選考結果を通知します。
※面接審査を行う場合あり。
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

　りんご生産現場は、一般企業
でいう「同期」のようなつなが
りを持ちにくい状況です。市で
は、非農家出身者の受け入れ体
制の整備を目的に、就農する際
の課題や不安をとりまとめた
「あるある集」を作成するワー
クショップを開催します。
▼とき　７月 28 日（水）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　りんごの家（りんご
公園内、清水富田字寺沢）２階

第２期ひろさき未来創生塾 
塾生募集

非農家出身者「あるある集」
作成ワークショップ参加者
募集

研修室
▼内容　①ゲストトーク（大湯 
長さん・朋恵さん〈大湯ファー
ム〉、永井温子さん）／②「あ
るある集」作成ワークショップ
▼対象　非農家出身の農業者ま
たは事業の趣旨に賛同する人
▼申し込み方法　７月 26 日
（月）までに電話で申し込みを。
■■問問非農家「あるある集」作成担
当（農政課内、☎40-0767）

　７月 21日～ 31日は夏の交
通安全県民運動期間です。夏期
は子どもや高齢者、自転車利用
中、飲酒運転による交通事故が
多発しています。私たち一人ひ
とりが道路の安全な通行を心掛
け、悲惨な交通事故をなくしま
しょう。
▼運動の重点
①子どもと高齢者
をはじめとする歩
行者の安全の確保
と安全運転意識の
向上、②自転車の安全利用の推
進、③全ての座席のシートベル
トの着用とチャイルドシートの
正しい使用の徹底、④飲酒・妨
害運転等の危険運転の防止
■■問問地域交通課（☎35-1102）

　岩木図書館開館40周年を記
念し、弘前バッグサークルと共
同製作した、借りた本を入れら
れるトートバッグを販売します。
▼とき　８月７日（土）・８日（日・
祝）、午後１時30分～５時
※売り切れ次第終了。
▼ところ　岩木図書館（賀田１
丁目）入口特設スペース
▼価格　１個1,300円
※限定 50個／１人１個まで。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

夏の交通安全県民運動

図書館用トートバッグ販売

■■問問弘前警察署生活安全課（☎
32-0111）

　市内に法人を設立・設置した
場合や名称・所在地などが変更
となった場合、解散・清算した
場合は、市および県にそれぞれ
届け出が必要です。届出用紙は、
市や県ホームページ（https://
www.pref.aomori.lg.jp/
life/tax/010_02houjin.
html）からダウンロードでき
ます。詳しくは問い合わせを。
■■問問 市民税課諸税係（☎ 35-
1117）／中南地域県民局県税
部課税第一課（☎32-1131〈内
線 228〉）

　雇用保険を受給できない求職
者を対象とした職業訓練の受講
者を募集しています。一定の要
件を満たす受講者には、職業訓
練受講給付金が支給されます。
ぜひお申し込みください。

【パソコン事務基礎科】
▼とき　９月15日
（水）～令和４年１
月14日（金）
▼ところ　キャリ
アスクール・ソフ
トキャンパス弘前
校（土手町）
▼受講料　無料（ただし、テキ
スト代などは自己負担）
▼申し込み方法　事前に弘前公
共職業安定所（南富田町）で受
講手続きを済ませ、８月 20日

法人の設立・異動の届け出を
お忘れなく

　地域の企業
を訪問し、事
業の体験と従
業員との交流
を通じて、地
域で働くこと
について考え
てみませんか。
▼とき　①８月３日（火）、午
後１時 30 分～４時／②４日
（水）、午前 10時～午後４時／
③６日（金）、午後１時～４時
▼訪問企業　①ラグノオささき
／②マルマンコンピュータサー
ビス／③ワークス
▼内容　事業概要の説明や社
内・工場見学、事業の体験、従
業員との交流
▼対象　市内在住または市内に
通学している中学生・高校生…
①・③＝各10人、②＝ 6人（い
ずれも先着順）
▼申し込み方法　8月2日（月）
までにＥメール（希望企業名・
氏名・学校名・学年・電話番号
を記入）で申し込みを
■■問問企画課ひとづくり推進室（☎
26-6349、 ■■ＥＥ kikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

　青森県警察では、スマートフ
ォン向けの防犯アプリ「まもリ
ン」を配信しています。身近で
発生している声掛け事案や犯罪
情報などを分かりやすく発信し
ている無料のアプリです。皆さ
んの犯罪に対する関心、自主防
犯意識の向上を目的として配信
していますので、ぜひダウンロ
ードして日頃の防犯対策に利用
してください。

企業訪問・体感プログラム
参加者募集

青森県警察防犯アプリ
「まもリン」

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
8／1 関医院中津軽診療

所（賀田１）
☎82-3006

8 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

15 伊東クリニック
（元大工町）

☎32-0630

22 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

29 小堀クリニック
（中野２）

☎32-7146

耳鼻いんこう科・眼科
8／8 いくこ耳鼻科クリ

ニック（南瓦ケ町）
☎33-6373

22 のだ眼科・血管内科
クリニック（神田３）

☎33-6611

歯　科
8／1 Ｉ歯科（富士見町）☎32-8511
8 よりみつ歯科クリ
ニック（南城西２）

☎88-6402

9 石岡歯科医院
（松森町）

☎32-1078

15 スクエア歯科
（富田３）

☎39-4180

22 デンタルオフィス
よしだ（早稲田３）

☎26-2525

29 いちむら歯科医院
（取上２）

☎31-0756

◎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。

（金）までに訓練施設へ受講申
込書の提出を。
■■問問 弘前公共職業安定所（☎
38-8609、音声案内42＃）

その他
AppStore
（iOS）

GooglePlay
（Android）

求職者支援訓練の受講者募集


