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親子お天気実験教室
▽とき　７月29日（日）
　　　　午前10時～ 11時 30分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽内容　竜巻についての学習、ペッ
トボトルを使った渦観察実験機作り
▽対象　小学生とその保護者＝ 10
組（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　７月２日～ 20日
にＥメール（住所・氏名・電話番号
を記入）で申し込みを。
■問青森県気象予報士会（小関さ
ん、 ☎ 32・6571、 ■Ｅ aomori.
yohou@gmail.com）

下水道の処理区域が広がります

　公共下水道および農業集落排水
の処理区域が、７月１日から広がり
ます（対象…俵元１丁目、松ヶ枝２
丁目、東和徳町、藤代字平田、藤代
字広田、乳井字茶臼舘、乳井字岩ノ
上、鳥井野字宮本、百沢字東岩木山、
弥生字弥生平の各一部）。
　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。詳し
くは問い合わせを。
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎、☎55・6895）

森林の土地の所有者届について

　森林の土地を売買や相続等で新
たに取得した場合には、「森林の土
地所有者届出書」の提出が必要です
（国土利用計画法に基づく土地売買
等契約を届け出た場合を除く）。
▽届出期間　土地の所有者となっ
た日から90日以内
▽対象　県が作成する地域森林計
画の対象森林（５条森林）
▽届け出先　取得した土地のある
市町村
■問農村整備課（☎40・7103）

ファイナンシャルプランナー
による無料納税相談
▽とき　７月５日・12 日・26 日
＝午前 11時～正午、午後３時～４
時／７月19日＝午前11時～正午、
午後３時～４時、午後６時～７時／
７月 22日＝午前 11時～正午、午
後２時～３時
▽ところ　収納課（市役所２階）
▽対象　市税などを滞納している人
▽相談方法　ファイナンシャルプ
ランナー（家計や経営の収支・返済
計画を見直し、総合的な診断とアド
バイスを行う専門家）が個別に対応
（１人につき１時間まで、先着順）
※事前の予約が必要。
▽申し込み方法　６月29日までに、
電話または収納課窓口で申し込みを。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

総合市民相談

▽とき　７月14日（土）、午前10
時～正午、午後１時～３時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽相談内容　法律、税務、金銭貸借
（消費者金融）、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、行政相談委員など
※弁護士との相談（先着８人）のみ、
事前の申し込みが必要。
▽相談料　無料
▽申し込み受け付け　７月３日、午
前8時 30分～
■問 市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

放送大学10月生募集

　テレビなどの放送を利用して授業
を行う放送大学では、平成30年度
第２学期（10月入学）の学生を募
集しています。
▽出願期限　９月20日（必着）
■問 放送大学青森学習センター
（〒 036・8561、文京町３、コラ
ボ弘大７階、☎38・0500）
※ホームページ（http://www.
ouj.ac.jp/）からも資料請求・出
願ができます。

表などを希望する個人や団体（営利
目的のみの出展は不可）
▽申込期限　７月20日（金）
■問カルチュアロード実行委員会
事務局（☎ 33・5369、 ■Ｆ 33・
7934、土・日曜日、祝日は休み）

首都圏からの移住をサポート

　首都圏で開催される市内の高校
の同窓会に職員が参加し、弘前への
移住に関する市の取り組みについ
て紹介しています。首都圏に関係者
の知り合いがいる人は、周知のご協
力をお願いします。
【南高校同窓会】
▽とき　７月７日（土）
　　　　午後５時～８時
▽ところ　アルカディア市ヶ谷（東
京都千代田区九段北）私学会館
■問６月 30日までに、弘前南高校錫
杖会関東支部事務局（佐藤さん、☎
携帯090・4845・0920）へ。

第３回みちのく津軽ジャーニー
ラン開催およびボランティア募集
　津軽地域の 12 市町村を走りぬ
く、みちのく津軽ジャーニーランが
７月14日～16日に開催されます。
選手の皆さんへの声援をお願いし
ます。また、ボランティアも募集し
ていますので、協力できる人は７月
10日までに、事務局へ申し込みを。
※詳しくはホームページ（http://
sportsaid-japan.org/tsugaru-
jr）をご覧ください。
■問大会事務局（スポーツエイド・ジャ
パン内、☎埼玉049・294・5603）

求職者支援訓練受講者募集

【ビギナーのためのパソコン・簿記科】
▽とき　７月18日～ 11月 16日
▽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）
▽申込期限　６月21日（木）
【医療事務・調剤薬局事務実践科】
▽とき　８月 21 日～平成 31年２
月 20日
▽ところ　S.K.K. 情報ビジネス専
門学校（徳田町）
▽申込期限　７月26日（木）
～共通事項～
▽受講料　無料（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、申込期限までに各訓練
施設へ受講申込書の提出を。
※６月 27 日および７月 24 日に、
市民文化交流館ホール（駅前町、ヒ
ロロ４階）で、職業訓練説明会を行
います。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

戦没者遺児の皆さんへ

　日本遺族会では、先の大戦で父な
どを亡くした遺児を対象に、父など
が戦没した旧戦域（東南アジア・中
国など）を訪れて慰霊追悼を行うと
ともに、現地の人との友好親善を深
めることを目的に、「戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業」を実施して
おり、参加者を募集しています。詳
しい日程や訪問地、申し込み方法に
ついては問い合わせを。
■問日本遺族会（☎東京03・3261・
5521）

テレビ受信障害に関する
重要なお知らせ
　国では、現在、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
700MHz（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、
「700MHz利用推進協会」の担当者
が、チラシの配布、家庭への訪問、
対策作業を行うことがあります。
　対策作業に費用は一切発生せず、
工事業者が費用を請求することはあ
りません。担当者は身分証を携行し
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 700MHz テレビ受信障害対策
コールセンター（☎フリーダイヤル
0120・700・012、午前９時～午
後10時）
※IP電話等でつながらない場合は、
☎050・3786・0700へ。

弘前大学大学院人文社会科学
研究科（修士課程）入試説明会
▽とき　６月22日（金）
　　　　午後６時～７時10分
▽ところ　弘前大学人文社会科学
部校舎（文京町）４階多目的ホール
▽内容　入試概要、カリキュラムの
説明など
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部教務担
当（ ☎ 39・3941、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
jinbun/web/index.html）

ひろさき広域出愛サポート
センター６月休日登録会
　結婚を希望する独身男女がお見
合いをする支援をしています。お
見合いをお手伝いする出愛サポー
ターも随時募集しています。
▽とき　６月24日（日）
　　　　正午～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
■問ひろさき広域出愛サポートセン
ター事務局（☎35・1123〈日・月
曜日を除く、午前10時～午後７時〉）

青森プロボノチャレンジ
応募団体募集
　情報発信や組織運営体制の強化等
を行いたいと考えるNPO法人や町
会等に対して、企業活動に関する豊
富な経験と知識を持つ人の力を活用
した「プロボノ」による支援をします。
▽応募期限　６月29日（金）
※詳しくは県ホームページから「青
森プロボノ」で検索を。
■問青森県県民生活文化課文化・
NPO 活動支援グループ（☎青森
017・734・9207）

カルチュアロード
出展申込書を配布します
▽開催日　９月16日（日）
▽配布期間　７月２日～20日
▽配布場所　カルチュアロード実
行委員会事務局（土手町、弘前下土
手町商店街振興組合内）
▽対象　展示や実演、文化活動の発

 その他
  

 

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

◎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。

耳鼻咽喉科・眼科
７／８ あきた耳鼻咽喉科クリニ

ック（南城西２）
☎32・2332

22 加藤眼科クリニック
（田町５）

☎31・3711

歯　科
７／１ 山崎歯科クリニック
（宮川２）

☎36・8811

８ 笹村歯科医院
（城東中央４）

☎28・0797

15 おおつ歯科クリニック
（山王町）

☎32・4832

16 和徳歯科医院（和徳町） ☎32・2606
22 菊地歯科医院（中野１） ☎32・7257
29 おおしみず歯科クリニッ

ク（大清水１）
☎28・5211

お詫びと訂正

　広報ひろさき６月 1日号の 15
ページ「もっと②♡弘前 !!」内、
藤田記念庭園内大正浪漫喫茶室の
営業時間が「９時～ 18時」とあ
るのは「９時～ 17時」の誤りで
した。
　お詫びして訂正します。 
■問広聴広報課（☎35・1194）

内　科
７／１ 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
８ さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37・2070

15 今村クリニック
（松原西２）

☎88・3090

22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
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