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▼講師　菅原伊佐雄さん（青森
県金融広報委員会・金融アドバ
イザー）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具
▼申し込み方法　６月 10 日
（金）までに、ひろさき生活・
仕事応援センター（ヒロロ３階）
に直接来所または電話で申し込
みを。
■■問問ひろさき生活・仕事応援セン
ター（生活福祉課就労自立支援
室、☎36-3776）

【「お薬代負担軽減のご案内」の
送付】
　ジェネリック
医薬品に切り替
えると薬代が安
くなる可能性が
ある人へ、「お薬代負担軽減の
ご案内」を６月下旬に送付し、
どのくらい安くなるかお知らせ
します。ジェネリック医薬品の
利用を希望する人は、医師や薬
剤師にご相談ください。
■■問問青森県後期高齢者医療広域連
合（☎017-721-3821）
【振込口座の変更届出】
　高額療養費等の給付申請の際
に届け出した振込口座に変更
（解約・金融機関の店舗統廃合
等）があったときは、必ず市へ
届け出してください。

後期高齢者医療被保険者の
皆さんへ

※届け出がないと、振り込みが
できなくなりますので、早めに
届け出をお願いします。
■■問問国保年金課後期高齢者医療係
（☎40-7046）

　身体障がい者の手帳交付や再
認定を受けようとする人などの
診査と更生相談を行います。料
金は無料ですので、該当する人
は受診してください。なお、当
日の診査のみでは判定できない
場合もあります。
▼とき　７月５日（火）、午前
９時 30分～正午（受け付けは
午前9時～ 10時）
※事前に申し込みが必要。
▼ところ　岩木保健福祉センタ
ー（賀田字大浦）
▼実施科目　整形外科（肢体不
自由）
▼対象　身体障害者手帳の交付
または再認定を受けようとする
人／障害の程度に変更があると
思われる人／補装具の処方を必
要とする人／その他相談を希望
する人
▼持ち物　身体障害者手帳（所
持者のみ）、印鑑、マイナンバ
ーがわかるもの
※手帳の交付（再交付）を申請
する人は顔写真（縦 4㎝×横 3
㎝）1枚が必要です／診査会場
ではマスクを着用してくださ

令和４年度身体障害者
巡回診査・更生相談事業

　知的障がい者の生涯学習を支
援しながら、楽しく交流しませ
んか。知識や経験は問いません。
▼とき　６月 12 日、７月 10
日、９月 11日、10 月 16 日、
11月 20日、12月 11日、令
和５年２月 19日（いずれも日
曜日）の午前９時～午後４時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階大会議室
▼内容　スポレク大会、歌やゲ
ームなどの学習支援
　活動の詳細はホーム
ページ（QR コード）
で確認を。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）

　保険・年金・税金の仕組みを
知り、自分と家族の将来に備え
ましょう。どのようなお金の管
理をすべきか考えてみませんか。
▼とき　６月 15 日（水）、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
▼テーマ　「社会保険の仕組み
を知ろう！」

知的障がい者の生涯学習ス
クール「ピュアフレンズ」
ボランティアスタッフ募集

就労準備セミナー

い。また、診査会場で体温を測
定し、37.0 度を超える人は受
診できない場合があります。診
査当日に発熱や風邪症状がある
場合は、受診をご遠慮ください。
▼申し込み方法　６月 13 日
（月）までに、電話で申し込みを。
※一部対象者には事前に通知し
ます。
▼その他　手帳の再認定が必要
な人は、指定医師のいる医療機
関で診査することもできます
（有料）。
■■問問障がい福祉課（☎40-7036）

　自分たちでストーリーや登場
人物を考え、効果音や音楽を入
れながら、声だけの劇「ラジオ
ドラマ」を制作します。物語を
作るのが好き、声優に興味があ
るという人はぜひ参加してくだ
さい。
▼活動日　7月９日（土）・16
日（土）・23日（土）・30日（土）、
８月15日（月）・16日（火）・
20 日（土）、10 月８日（土）
の全８回
▼活動時間　7月９日～30日、
10 月８日…午前 10 時～正午
／８月 15 日～ 20 日…午前
10時～午後 3時（予定）
▼活動場所　総合学習センター
（末広４丁目）ほか
▼対象　上記日程にすべて参加
できる、市内に在住または通学

子どもラジオ劇団会員募集

している小学４年生～中学生＝
10人（応募多数の場合は抽選
で決定）
▼参加料　1,000円
▼講師　宮﨑充治さん（弘前大
学教育学部教授）、鎌田龍さん
（ひろさき演人主宰）
▼申し込み方法　6 月 15 日
（水）までに、はがき、ファク
スまたはＥメール（住所・氏名
〈ふりがな〉・学校名・学年・電
話番号・保護者氏名を記入）で
申し込みを。
■■問問中央公民館（〒036-1313、
賀田１丁目 18 の３、☎ 33-
6561、■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuu
oukou@city.hirosaki.lg.jp、
火曜日は休み）

　危険物取扱者免状
の交付を受け、危険
物の取り扱い作業等
に従事している人な
どは、定められた期限内に保安
講習を受講してください。
▼とき　一般取扱所関係…７月
13日（水）・14日（木）の午
後 1 時 30 分～ 4 時 30 分／
給油取扱所関係…7 月 14 日
（木）、午前９時 30分～午後 0
時 30分
▼ところ　弘前パークホテル
（土手町）
▼種別　①給油取扱所関係＝給
油取扱所で危険物の取り扱い作

危険物取扱者保安講習

業に従事している人／②一般取
扱所関係＝①以外の危険物施設
で危険物の取り扱い作業に従事
している人
▼受講期限　①免状交付日また
は前回講習日以後の最初の４月
１日から３年以内／②新たに危
険物取り扱い作業に従事するこ
ととなった日から１年以内
▼受付期間　６月 10 日（金）
～20日（月）
▼受講料　4,700 円（県収入
証紙）
■■問問 弘前消防本部予防課（☎
32-5104）／管内の消防署お
よび分署

農業用のため池や用排水
路などは、子どもや高齢者
等が誤って転落すると不慮
の事故につながる危険性が
あります。フェンスや柵な
どの有無にかかわらず、農
業等の本来の目的以外で不
用意に近づかないでくださ
い。また、ため池や用排水
路などに不用意に近づいて
いる人を見かけた場合は、
注意喚起のために声がけを
するなど、地域の皆さんの
ご協力をお願いします。
■■問問農村整備課農村整備係
（☎40-2955）

ため池・用排水路等での

水難事故に注意


