
12 13広報ひろさき　２０２１.10.15

●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

▼とき　11月10日（水）・24
日（水）、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）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　内履き、タオル、飲
み物、動きやすい服装
■問 11 月 10 日開催分は 10 月
20 日（水）から、24 日開催
分は 11 月３日（水・祝）か
ら、温水プール石川（☎ 49-
7081）へ申し込みを。

【津軽弁を楽しむ朗読劇】
　津軽ゆかりの文学作品をドラ
マリーディングに仕立てステー
ジ上演する声優劇団「津軽カタ
リスト」による、津軽弁を用い
た朗読劇です。
▼とき　11月 13日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼上演作品　秋田雨雀『鶴の湯
物語』、太宰治『雀こ』など全
５作品
※ YouTube で の ラ
イブ配信はＱＲコー
ドから（視聴にかか
る通信料は自己負担）。
▼対象　50 歳以上の人＝ 16
人（先着順）
※50歳未満の人は要相談。

健康サポート教室
～体のゆがみ改善～

アクティブシニア向け講座

▼参加料　無料
■問 11 月 12 日（金）までに、
サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）へ申し込みを。

【モノからみた津軽と蝦夷地】
▼とき　11月 13日（土）
　　　　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）
▼講師　関根達人さん（弘前大
学人文社会科学部教授）
▼定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料（ただし観覧料
がかかります）
▼送迎バス　市立観光館バス
プールから歴史館への送迎バス
を運行（行き＝午後１時10分、
市立観光館バスプール発、帰り
＝午後３時 45分、歴史館発）。
定員は 15人（先着順、事前の
申し込みが必要）。
■問 10 月 15 日（金）以降に、
高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110、10 月 18 日〈月〉
は休み）へ申し込みを。

　創業予定または創業
後間もない人で、ＳＮ
Ｓ広告を活用したい人
向けのセミナーです。
▼とき　11月 16日（火）
　　　　午後６時から
▼ところ　土手町コミュニティ
パーク１階多目的ホールＡ、ま
たは Zoomを用いたオンライ
ン参加
▼定員　20人（会場参加）
▼受講料　無料
■問 11 月９日（火）までに、申
込フォーム（QR コード）ま

令和３年度第１回歴史館講座

創業セミナー
～具体的なSNS広告活用
実践セミナー～

たは電話で青森県信
用保証協会創業・経
営支援課（堀川さん、
☎ 017-723-1356） へ 申し
込みを。

　青森労災病院（八戸市）で開
催する講演会をオンラインで視
聴できます。ぜひご覧ください。
▼とき　11月 20日（土）
　　　　午後１時～
▼参加方法　Zoom によるオ
ンライン配信
▼参加料　無料（視聴にかかる
通信料は自己負担）
▼申し込み方法　11
月７日（日）までに、
申し込みフォーム
（QRコード）から申し込みを。
■問弘前大学大学院保健学研究科
総務グループ（桑田さん、☎
39-5518）

その他

　申し込みの際は、催事名称・
内容・希望会場・希望日程など
を明確にして、各施設窓口でお
申し込みください。なお、公共
団体などの行事が予定されてい
る日は使用できません。
【市民会館（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け（抽選
あり、大ホールのみ）　11 月
４日（木）～ 19日（金）の午
前９時～午後５時
※希望が重複した場合は、12
月９日（木）の午前 10時から
同館で抽選。
○一般受け付け（大ホールを

八戸市民公開講演会
「免疫と放射線」Web開催

令和４年度　市民会館などの
会場使用申し込み受け付け

　ヒロロ３階総合行政窓口で
は、マイナンバーカードシステ
ムメンテナンスを行います。シ
ステムメンテナンス時はマイナ
ンバーカードに関するすべての
手続きができませんのでご注意
ください。
▼とき　10月 27日（水）
　　　　午後５時～７時
■問マイナンバーカード普及促進
対策室（☎40-0506）

　結婚を希望する独身男女のお
見合いを支援しています。会員
に登録しませんか。
▼とき　10月 31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〉）

　公共下水道の処理区域が 11
月１日から広がります。
▼対象　撫牛子５丁目、石川字
川原田の各一部
　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。
■問上下水道部営業課給排水係
（☎55-6895）

マイナンバーカード
業務の停止

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

下水道の処理区域が
広がります

含む全ての会場）　12月 10日
（金）の午前９時から先着順で、
窓口または電話で受け付け
■問市民会館（☎ 32-3374、第
３月曜日は休み）
【百石町展示館（百石町）】
○仮申し込みの受け付け（抽選
あり）　11月５日（金）～ 16
日（火）の午前９時～午後５時
※希望が重複した場合は、12
月１日（上半期分）・２日（下
半期分）の午前10時から抽選。
○一般受け付け　12 月 10 日
（金）の午前９時から先着順で、
窓口で受け付け（12 月 15 日
〈水〉からは電話でも可）
■問百石町展示館（☎31-7600）
【市民文化交流館（駅前町）】
○仮申し込みの受け付け（抽
選あり、４階ホールのみ）　11
月３日（水・祝）～18日（木）
の午前８時30分～午後９時
※希望が重複した場合は、12
月４日（土）の午前 10時から
同館で抽選。
○一般受け付け　多世代交流室
は、令和４年４月分の予約は１
月５日（水）の午前８時 30分
から先着順で、窓口または電話
で受け付け。
■問 市民文化交流館（☎ 35-
0154）

▼とき　10月 30日（土）、午
前９時 30分から提供開始。無
くなり次第終了。
※午前９時から図書館正面玄関
前で整理券を配布します。
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼冊数　先着順で１人６冊ま
で。うち同じタイトルは３冊ま
で。雑誌付録は２点まで。
※持ち帰り用袋の持参を。
■問弘前図書館（☎32-3794）

雑誌のバックナンバーを
無料で提供します

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

内　科
11／7 場崎クリニック

（代官町）
☎38-6600

14 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

21 沢田内科医院
（茂森新町１）

☎37-7755

28 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
11／14 一戸眼科医院

（富田２）
☎32-3076

28 宮園耳鼻科クリニ
ック（宮園５）

☎39-1133

歯　科
11／3 第一歯科クリニ

ック（城東中央３）
☎27-7706

7 めぐみ歯科医院
（城東２）

☎28-3202

14 山崎歯科クリニッ
ク（宮川２）

☎36-8811

21 笹村歯科医院
（城東中央４）

☎28-0797

23 おおつ歯科クリ
ニック（山王町）

☎32-4832

28 菊地歯科医院
（中野１）

☎32-7257

◎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。
◎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。
◎休日当番の割り当てがない日や急
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。

※本誌９月 15日号に掲載した休日在
宅当番が次のとおり変更になります。

内　科
10/31さがらクリニック

（桔梗野１）
☎37-2070


