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水辺サポーター制度

　県では、河川・海岸で清掃や
草刈りなどを行う団体を支援し
ています。
▼支援内容　①ごみ袋、軍手な
どの提供や集積されたごみの処
理、②活動団体名を記した看板
の設置、③ボランティア保険の
加入
■問青森県県土整備部河川砂防課
企画・防災グループ（☎ 017-
734-9662）／中南地域県民局
地域整備部河川砂防施設課（☎
34-1283）

移住相談セミナー

　当市で創業起業を検討してい
る人を対象に移住セミナーを開
催します。首都圏に弘前への移
住や創業起業を検討している知
り合いがいる人は、周知のご協
力をお願いします。
▼とき　７月５日（金）、午後
６時30分～８時 30分
▼ところ　東京交通会館（東京
都千代田区有楽町）６階ひろさ
き移住サポートセンター東京事
務所
■問 ひろさき移住サポートセ
ンター東京事務所（☎ 03-
6256-0801）

基礎的ＩＴセミナー

【表計算ソフトの業務活用】
▼とき　７月９日（火）、午前
９時30分～午後４時30分
▼内容　表計算ソフトの基本操
作
▼受講料　2,160 円
▼申込期限　６月25日（火）

【業務に役立つ表計算ソフトの
関数の活用】
▼とき　７月 18日（木）・19
日（金）の午前９時 30分～午

後４時30分（２日間で１セット）
▼内容　使用頻度の高い関数の
活用方法
▼受講料　3,240 円
▼申込期限　７月４日（木）
～共通事項～
▼ところ　I・M・S弘前教室（土
手町）
▼対象　企業（事業主）からの
指示による在職者（事業主本人
も可）＝各15人（先着順）
▼申し込み方法　事業主を通し
て申し込みを。
※詳しくはポリテクセンター
青森ホームページ（http://
www3.jeed.or.jp/aomori/
poly/）をご覧ください。
■問ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186）

「弘高ねぷた」運行

　18台のねぷたを運行します。
▼とき　７月 17 日（水）、午
後６時30分～８時 30分
※ 雨天の場合は翌日に順延。
▼運行コース　弘前高校→一番
町→中央通り→北大通り→土手
町→一番町→弘前高校
▼ねぷた譲渡  ねぷた運行後、
企業や団体等にねぷたを譲渡し
ます（有償）。
▼申込期限　７月 13日（土）、
午後４時
※ 詳 し く は ホームページ
（http://www.hirosaki-h.
asn.ed.jp）でご確認ください。
■問弘前高等学校生徒指導部（☎
32-0251）

文化グループ会員募集

【尺八グループ『ひびき』の会】
▼活動日　毎週水曜日の午後６
時30分～９時
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）２階第１・第２和室
▼内容　尺八演奏

▼講師　三浦筧山さん（都山流
大師範）
▼募集人数　５人（先着順）
▼受講料　月額500円
※尺八の貸与もあります。

【手編みの会】
▼活動日　水曜日の午前 9時
15分～ 11時 45分（月 3回）
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）2階第 3会議室
▼内容　手袋、セーターなどの
製作
▼講師　加藤桃子さん
▼募集人数　2～ 3人
▼受講料　月額 1,700 円

【書道愛好会】
▼活 動 日　第
2・4 水曜日の
午 前 10 時 ～ 
11時 50分（変更の場合あり）
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）3階工作実習室
▼内容　漢字・かなの基礎的な
練習、年1回の作品展への出展
▼講師　肥後黄娥さん（北門書
道会理事）
▼募集人数　5人
▼受講料　月額 3,800 円
■問電話かファクスまたはＥメー
ル（住所、氏名、年齢、電話番
号、希望グループを記入）で中
央公民館（☎33-6561、■Ｆ 33-
4490、 ■Ｅ  chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）
へ。

甲種防火管理再講習
該当する施設は受講を！

▼とき　７月19日（金）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　黒石消防署（黒石市
追子野木１丁目）２階大会議室
▼定員　100人（先着順）
▼受講料　無料
※講習で使用するテキストは事
前に購入してください。
▼申し込み方法　６月 24 日

（月）～７月５日（金）に、消
防本部予防課か最寄りの消防
署・分署へ。
※詳しくは弘前地区消防事務
組合のホームページ（http://
www.hirosakifd.jp/）で確認
するか問い合わせを。
■問 消防本部予防課（☎ 32-
5104）

河川砂防情報を提供してい
ます

　「青森県河川砂防情報提供シ
ステム（http://www.kasens
abo.bousai.pref.aomori.
jp/）」では、国・県・気象庁
が観測している雨量・河川水位・
ダム情報等を確認できます。ま
た、地上デジタル放送のデータ
放送で、河川砂防情報（水位や
雨量）を家庭のテレビから確認
できるようになりました。早め
の情報収集、避難準備を心がけ
ましょう。
▼データ放送の操作方法　テレ
ビチャンネルをNHK総合に合
わせ、リモコンの「ｄボタン」
を押して、TOPメニューの「防
災・安心情報」⇒「河川水位・
雨量」を選択。
■問青森県県土整備部河川砂防課
企画・砂防グループ（☎ 017-
734-9662）

経済センサス－基礎調査を
実施しています

　総務省統計局（青森県・弘前
市）では、６月から 11月まで
「経済センサス－基礎調査」を
実施しています。
　この調査は、全国のすべての
産業分野における事業所の活動
状態等を明らかにすることを目
的としています。
　調査は、調査員が市内のすべ
ての事業所の活動状態を確認

し、新たに把握した事業所など
一部の事業所には調査票を配布
して行います。皆さんの調査へ
のご協力をお願いします。
■問広聴広報課（☎40-7016）

企画展内容変更のお知らせ

　広報ひろさき 6月 1日号に
掲載した「弘前工芸舎メイン
テーブル企画展」の展示内容が
「今照芳さんの津軽塗」から「弘
前こぎん研究所の津軽こぎん刺
し」へ変更となりました。
■問産業育成課（☎32-8106）

プラネタリウムに絵をかざ
ろう

　８月のスターウィーク（星空
に親しむ週間）にちなみ、７月
20日から８月19日までプラネ
タリウム展示ロビーで開催する
絵画展の展示作品を募集します。
▼テーマ　すきな星をみつけよう
▼対象　就学前の幼児
▼応募規定　①八つ切りの画用
紙／②蛍光ペン、色鉛筆の着色
は不可／③自作、未発表の作品
で１人１点／④テーマにちなん
だ作品であること／⑤作品中に
は題名を書かないこと
▼選考・発表　絵画展開催期間
中のプラネタリウム観覧者の投
票により、優秀賞３点を決定し、
プラネタリウム展示ロビーおよ
び同館ホームページで発表。
▼表彰　受賞者に賞状と記念品
を贈呈
※応募作品は８月 24 日以降
（優秀賞作品は９月７日の表彰
式後）に返却します。
■問７月３日（水）までに、（作
品の裏面に①題名／②氏名〈ふ
りがな〉／③年齢／④幼稚園・
認定こども園・保育所名または
住所／⑤電話番号を記入し）中
央公民館（下白銀町 19 の４、

弘前文化センター内、☎ 33-
6561、火曜日は休み）へ直接
持参を。

▲昨年度の優秀作品

 

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

◎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
ホームページや電話でご確認く
ださい。
◎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
７／７ 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

耳鼻咽喉科・眼科
７／７ あらいこどもクリニ

ック／眼科クリニッ
ク（城東中央４）

☎27-2233

28 さとう耳鼻咽喉科
医院（田園４）

☎27-8733

歯　科
７／７ 第一歯科クリニッ

ク（城東中央３）
☎27-7706

14 赤石歯科医院
（上瓦ケ町）

☎33-4181

15 桔梗野歯科
（桔梗野２）

☎35-8177

21 楠美歯科クリニック
（中野２）

☎34-1182

28 中畑歯科医院
（山道町）

☎32-6650


