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さんかくネット受付時間と
受付場所の変更

　市民参画センターで受け付け
を行っていた「さんかくネット」
の受付時間と受付場所が、４月
１日から次の通り変更になりま
した。
▼受付時間　平日の午前８時
30分～午後５時
▼受付場所　企画
課（市役所２階）
■問 さんかくネッ
ト（企画課内、☎
31-2501）

４月 21 日は弘前市議会議員
一般選挙の投票日

　投票日当日、仕事や用事など
で投票できない人は、４月 15
日（月）～ 20日（土）に実施
している期日前投票を利用しま
しょう。詳しくは、広報ひろさ
き３月 15日号でご確認くださ
い。
■問選挙管理委員会事務局（☎
35-1129）

市民意識アンケート

　市政や市民生活に対する市民
の意識・意向を把握し、施策の
企画・改善に活用するためのア
ンケートです。調査結果は、今
後の市政運営にとって重要な基
礎資料として活用しますので、
ご協力をお願いします。
▼期間　４月 22日（月）～５
月13日（月）
▼対象　16歳以上の市民＝約
2,600人
※住民基本台帳から無作為に抽
出します。

▼調査方法　調査員が対象世帯
を訪問し、アンケート用紙を配
布・回収します。
■問広聴広報課統計係（☎ 40-
7016）

星と森のロマントピア
大浴場・プール料金の改定

　６月１日（土）から、大浴場
とプールの料金を以下の通り改
定します。
▼料金（大浴場・プール共通）
大人（中学生以上）＝ 500 円
／小人（小学生以上）＝ 300
円／幼児（３歳以上）＝ 150
円／シルバー会員（65歳以上）
＝400円
※お得な回数券や温泉会員など
もあります。
▼早朝入浴料金（午前６時～ 9
時 30 分）　大人＝400円／小
人＝200円／幼児＝100円
▼注意事項　回数券の販売など
は５月 19日（日）で一時終了
し、６月１日（土）から再開し
ます。なお、購入済みの回数券、
温泉会員証は期限内であれば利
用できます。
■問星と森のロマントピア（予約
係、☎84-2288）

第 58 回弘前市子どもの祭典
実行委員募集

　11月３日（日・祝）に開催
される「第 58回弘前市子ども
の祭典」の企画や運営をしてみ
たい生徒を募集します。
▼活動場所　弘前文化センター
（下白銀町）
▼内容　①企画会議（月２回程

度。最初の会議は５月下旬を予
定）／②祭典当日（11月３日）
の運営
▼対象　市内の中学生・高校生
＝30人程度
▼申し込み方法　５月７日（火・
必着）までに、はがきかファク
スまたはＥメール（住所・氏名
〈ふりがな〉・性別・電話番号・
学校名・学年・保護者氏名を記
入）で、申し込みを。
■問弘前市子どもの活動支援会事
務局（中央公民館内、〒 036-
8356、下白銀町 19 の４、☎
33-6561、■Ｆ 33-4490、■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

津軽の名人・達人バンク

　「津軽の名人・達人バンク」は、
地域の皆さんが学校、施設、団
体、サークル等の活動で講師が
必要なとき、皆さんの希望や目
的に合わせて講師を活用できる
よう実施している事業です。
　登録者名簿は、津軽広域連合
のホームページか、ヒロロ（駅
前町）３階津軽広域連合事務室
入口で確認できます。
　また、自分の特技を講師とし
て指導できる「名
人・達人」も募集
しています。詳し
くは、お問い合わ
せください。
■問津軽広域連合（☎ 31-1201、
■Ｈ http://tsugarukoiki.jp/)

危険物取扱者試験・
事前講習会

【危険物取扱者試験】
▼とき　６月８日（土）
▼ところ　弘前東高校（川先４
丁目）
▼種類　甲種（受験資格必要）
／乙種（第１類～６類）／丙種

▼受付期間　４月 18 日（木）
～５月13日（月）
※４月 15 日（月）～５月 10
日（金）は専用ホームペー
ジ（https://www.shoubo-
shiken.or.jp）から電子申請
ができます。
▼受験願書配布場所　弘前消防
本部予防課、消防署および分署
【事前講習会】
▼とき　５月 23日（木）・24
日（金）の午前９時 30分～午
後４時30分（２日間）
▼ところ　弘前消防本部（本町）
３階大会議室
※車での来庁はできませんので
最寄りの駐車場をご利用くださ
い。
▼対象　乙種第４類の受験者の
うち受講を希望する人
▼受講料・テキスト代　受講
料＝ 4,500 円（弘前地区消防
防災協会加入事業所は 2,000
円）、テキスト代＝1,700円（テ
キストのみの購入は不可）
※受講料などは講習日１日目に
会場で徴収します。
▼申込受付期間　４月 25 日
（木）～５月15日（水）
■問 弘前消防本部予防課（☎
32-5104）

松くい虫被害および
ナラ枯れ被害の予防

　松くい虫被害およびナラ枯れ
被害は、それぞれ特定の昆虫に
よって運ばれる線虫や菌によ
り、マツおよびナラ類（ミズナ
ラやカシワなど）が枯れる伝染
病です。
　これらの被害が県内で拡大す
ると、本県の自然景観や観光資
源などに大きな影響を与えます
ので、以下の３点について皆さ
んのご協力をお願いします。
①線虫や菌を運ぶ昆虫は、マツ
やナラ類伐採時の臭いに集まる

ため、活動期である６月～９月
は、伐採を控えましょう／②マ
ツやナラ類の丸太や苗木などを
他県から持ち込むと、被害木や
昆虫が侵入する可能性がありま
すので、県内産のものを利用し
ましょう／③被害を防ぐために
は、早期発見・早期駆除が重要
です。自宅の庭木や街路樹、山
林などで枯れている、または葉
が変色し枯れそうなマツやナラ
類を見つけたら、ご連絡くださ
い。
■問農村整備課（☎ 40-7103）
／中南地域県民局林業振興課
（☎33-3857）

県税のコンビニ納税と
口座振替制度

　自動車税・不動産取得税・個人
事業税はコンビニエンスストア
で納付できます。また、口座振替
できる県税は次のとおりです。
○個人事業税…定期賦課分
○法人県民税・事業税（地方法
人特別税を含む）…中間・確定
申告分
○自動車税…６月納期分（４月
26日〈金〉までに申し込みが
必要）
○軽油引取税
※申込用紙は各金融機関・中南
地域県民局県税部の窓口に備え
付けてあります。
■問中南地域県民局県税部納税管
理課（☎32-4341）

在宅患者訪問歯科診療

　弘前歯科医師会所属の歯科医
師が、ねたきり高
齢者や身体障がい
者等の自宅などを
訪問して、歯科診
療や口腔（こうく
う）衛生の指導を
行っています。

▼診療内容　診療、口腔ケア・
リハビリ／口腔の健康に関する
啓発／その他口腔の健康増進な
ど
※治療費や歯科医師の交通費な
ど依頼者の費用負担がありま
す。詳しくは問い合わせを。
■問 弘前歯科医師会（☎ 27-
8778）

 

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。

内　科
5/5 関医院中津軽診療所
（賀田１）

☎82-3006

12 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

19 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

26 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻咽喉科・眼科
5/3 なんば耳鼻咽喉科
（高田５）

☎55-8749

４ たかはし眼科
（紺屋町）

☎31-3456

５ あきた耳鼻咽喉科ク
リニック（南城西２）

☎32-2332

19 加藤眼科クリニック
（田町５）

☎31-3711

歯　科
5/1 鳴海デンタルクリニ
ック（城東中央３）

☎26-2301

２ 竹沢歯科クリニック
（松原西３）

☎88-1717

３ 佐藤歯科医院
（賀田）

☎82-3032

４・
５
ほくおう・歯科医
院（北横町）

☎33-4618

６ 百石町デンタルク
リニック（百石町）

☎55-6480

12 杉山歯科クリニック
（泉野２）

☎55-0811

19 沢田歯科クリニック
（茂森新町１）

☎26-7176

26 遠藤歯科（代官町）☎36-5560

 

 その他


