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人の動き PopulationPopulation

前月比
・人口 170,706人（－60）
     男 78,140人（－38）
     女 92,566人（－22）
・世帯数 71,880世帯（－11）

令和元年７月１日現在

ひろさき広域出愛サポート
センター８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　８月25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Ａ
■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〉）

高齢者はり・きゅう・マッ
サージ受療券の交付

　65歳以上の希望者に、はり・
きゅう・マッサージの受療券を
交付し、施術料を助成します。
なお、助成対象は医療保険適用
外の施術に限ります。
▼対象者　満 65歳以上で今年
度未申請の人
▼申請期限　令和２年３月 31
日（年度内１人１回のみ受け付
け）
▼受付時間　午前８時 30分～
午後５時（即日交付）
▼交付枚数　８月に申請＝５枚
／９月～ 12月に申請＝４枚／
令和２年１月～２月に申請＝３
枚／３月に申請＝２枚
※申請時期により交付枚数が異
なります。
▼助成金額　１枚につき 500
円
▼申請・交付場所　介護福祉課
（市役所１階）／岩木総合支所
民生課（賀田１丁目）／相馬総
合支所民生課（五所字野沢）
▼申請・交付に必要なもの　住
所・年齢が分かるもの（保険証
や免許証など）、印鑑

※受療券は、市指定の施術所で
使用できます。
■問介護福祉課（☎40-7114）

弘前図書館エレベーター休止
のお知らせ

　部品交換等のため、下記の期
間中エレベーターの運転を休止
します。ご不便をお掛けします
が、ご理解とご協力をお願いし
ます。
▼とき　９月２日（月）～ 10
日（火）
※階段は通常通り使用できま
す。なお、階段の使用が困難な
人は職員へご相談ください。
■問弘前図書館（☎32-3794）

第 80 回国民スポーツ大会
イメージソングの歌詞募集

▼募集内容　事務局が作成した
曲（メロディ）に沿った歌詞
※曲および歌詞の構成例はホー
ムページ（https://www.pref.
aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/
k o k u s p o / 2 0 2 5 _ 8 0 t h _
kokuspo.html）で確認を。曲（メ
ロディ）が収録されたCDを希
望する人は連絡を。
▼応募期限　９月 19日（木・
当日消印有効）
※選考の結果、最優秀賞（１作
品）と優秀賞（３作品）へ賞金
を贈呈します。
■問第 80回国民スポーツ大会青
森県準備委員会事務局（国民ス
ポーツ大会準備室内、☎ 017-
734-9703）

消費税軽減税率制度説明会

▼とき　８月 27 日（火）、９
月４日（水）、時間はいずれも
①午前 10時 30 分～正午、②
午後２時～３時30分
▼ところ　市民文化交流館ホー

ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　消費税軽減税率制度お
よびインボイス制度の概要につ
いて／軽減税率対策補助金（複
数税率対応レジの導入等支援）
について
▼定員　各回100人
※事前の申し込みは不要。
■問弘前税務署法人課税第一部門
（☎ 32-0331〈音声案内に従
い「２」を選択してください〉）

ひろさき生活・仕事応援
センターのセミナー

【Happy ト レ ー ニ ン グ・
Good コミュニケーション】
　就職を目指してコミュニケー
ション力を強化し、心地よい人
間関係を築く方法を学びます。
家族や友人と一緒に参加するこ
ともできます。
▼とき　９月２日（月）、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
▼講師　能正幸子さん（親業訓
練インストラクター）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具
▼申込期限　8月 28日（水）
■問ひろさき生活・仕事応援セン
ター（就労自立支援室内、☎
36-3776）

就職活動イベント

　横山結衣さん（AKB48）の
トークイベントと就職面接会を
開催します。
▼とき　９月 13 日（金）、午
後１時～４時30分
▼ところ　ラ・プラス青い森（青
森市中央１丁目）
▼参加企業数　30社程度
▼参加料　無料
※事前の申し込みを優先。
▼その他　服装自由、子連れ

参加可能。雇用保険受給者は
求職活動実績の対象になるた
め、雇用保険受給資格者証の持
参を。参加企業はホームページ
（http://minnano-oshigoto.
ims-hirosaki.com）で確認を。
■問 I·M·S みんなのお仕事サ
ポート事務局（☎0800-800-
2475）

保育のお仕事出張相談会

▼とき　９月10日（火）
　　　　午前10時～午後１時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼内容　青森県保育士・保育所
支援センター職員による個別相
談、青森県内の保育所・認定こ
ども園等求人情報の閲覧・紹介
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問青森県社会福祉協議会青森県
保育士・保育所支援センター（☎
017-718-2225）

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森
事務所が行う出張相談会です。
▼とき　９月４日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▼ところ　市民生活センター
（駅前町、ヒロロ３階）
▼内容　生活再建や債務整理に
必要な資金の貸し付けなど
※事前の申し込みが必要。
■問消費者信用生活協同組合青森
事務所（☎017-752-6755）

弘大附属幼稚園園児募集

▼資格　保護者と同居し、通園
に要する時間が片道１時間以内
であること（青森市からの通園
は浪岡地区のみ可）
※通園には付き添いが必要。
▼募集対象児　平成 28年４月

２日～ 29年４月１日生まれの
３歳児＝30人
※４歳児・５歳児については、
問い合わせを。
▼願書の交付・受付　交付＝９
月６日（金）～ 20日（金）の
午前９時 10 分～午後４時 30
分／受付＝９月 24日（火）～
10 月４日（金）の午前９時
10 分～午後４時 30 分（９月
24日〈火〉は午後２時30分～）
※土・日曜日、祝日および９月
30日（月）を除く。
■問弘前大学教育学部附属幼稚園
（学園町、☎32-6815）

中学校卒業程度認定試験

▼受験資格　次の①～④のいず
れかに該当する人
①就学義務猶予免除者（現在ま
たは過去）で、令和２年３月
31 日までに満 15 歳以上にな
る人／②保護者が就学させる義
務の猶予または免除を受けず、
かつ、令和２年３月 31日まで
に満 15歳になる人で、その年
度の終わりまでに中学校を卒業
できないと見込まれるやむを得
ない事由があると文部科学大臣
が認めた人／③令和２年３月
31 日までに満 16 歳以上にな
る人（①および④に掲げる人を
除く）／④日本国籍を有しない
人で、令和２年３月 31日まで
に満15歳以上になる人
▼試験科目　国語、社会、数学、
理科、外国語（英語）
▼願書受付期間　８月 19 日
（月）～９月６日（金）
▼試験日　10月 24日（木）
※詳しくはホームページ（http://
www.mext.go.jp/a_menu/
shotou/sotugyo/1418676.
htm）をご覧ください。
■問文部科学省生涯学習政策局生
涯学習推進課（☎ 03-5253-
4111、内線 2024・3267）

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
9／1 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 梅村医院（石渡１）☎32-3593

耳鼻咽喉科・眼科
９／８ 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

22 よしだ耳鼻科・小
児科（中野２）

☎33-2306

29 ESTクリニック
（福村）

☎29-5500

歯　科
９／１ 菊地歯科医院
（中野１）

☎32-7257

８ かなもり歯科
（中野５）

☎89-1550

15 なかむら歯科医院
（末広４）

☎26-0388

16 川崎歯科（紙漉町）☎33-7475
22 佐藤歯科医院
（大浦町）

☎36-0412

23 中川歯科医院
（松森町）

☎32-2188

29 第一歯科クリニック
（城東中央３）

☎27-7706


