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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、
施術料を助成しています。なお、助
成対象は医療保険適用外の施術に限
ります。
▽申請　４月１日～平成 27年３月
31日まで（年度内に１人１回のみ
受け付け）
▽交付枚数　１人につき年度内最大
５枚まで。ただし、下記の申請時期
により、交付枚数が異なります。
４月～８月申請＝５枚、９月～ 12
月申請＝４枚、平成 27年１月・２
月申請＝３枚、３月申請＝２枚
▽受付時間　午前８時半～午後５時
（即日交付）
▽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２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
■問介護福祉課（☎40・7114）

消費生活相談の広域連携

　弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、
板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋
村の弘前圏域８市町村は、消費生活
相談業務の広域連携を４月１日から
実施し、８市町村の消費生活相談を
市民生活センター（駅前町、ヒロロ
３階）で受け付けます。
▽相談日時　毎週火曜日～日曜日、
午前８時半～午後５時（毎週月曜日
および年末年始〈12 月 29 日～１
月３日〉は休館）
▽相談内容　契約トラブルや多重債
務などの消費生活全般に関すること
■問 市民生活センター（☎ 34・
3179）

青森県消費生活センター
弘前相談室の廃止
　県では４月１日から、弘前、八戸
およびむつ相談室を廃止します。な
お、消費生活相談は、市民生活セン
ターまたは県消費生活センターで受
け付けます。
■問青森県環境生活部県民生活文化
課消費生活グループ （☎青森 017・
734・9209）／市民生活センター
（☎ 34・3179）／青森県消費生
活センター （☎青森 017・722・
3343）

夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜間納税相談　４月 21日～ 25
日の午後５時～７時半

▽休日納税相談　４月 27日の午前
９時～午後４時
　納期限までに納付できない事情が
ある人は、未納のままにせず、ぜひ
相談においでください。
　今月の休日納税相談日は第４日曜
日です。この日は電話での相談や、
市税などの納付もできます。
■問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

まちかど広場クリーン
大作戦参加者募集

　　
　ひろさき環境パートナーシップ
21では、市内にある各まちかど広
場を出発し、道端などに落ちている
ごみを集めながら、午前 10時に蓬
莱広場（土手町）を目指す、まちか
ど広場クリーン大作戦を行います。
▽とき　４月13日（日）
※雨天決行。出発場所に午前９時集
合。
▽出発場所　亀甲町広場（亀甲町）、
城北公園交通広場（田町３丁目）、
和徳十文字広場（和徳町）、追手門
広場（下白銀町）、新寺町広場（新
寺町）、下白銀町広場（下白銀町）、
松森町ふれあい広場（松森町）のう
ち、参加者の都合の良い場所
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手、デレキ（自由）、
ごみ袋（燃えるごみ、燃えないごみ
用２～３枚）
■問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

直通列車に乗って春の函館を
満喫しよう！
　市では、平成 27年度末に予定さ
れている北海道新幹線新函館（仮称）
開業を見据え、函館市と連携した広

域観光を推進しています。
　このたび、ＪＲ東日本とＪＲ北海
道の協力により、ゴールデンウィー
ク期間を中心に、通常、函館－新青
森間を運行する特急列車を弘前まで
延伸し、弘前から函館まで乗り換え
なしの直通列車が運行されます。
　この機会に、直通列車を利用して
春の函館を満喫してみませんか。
▽運転日　４月25日～５月６日
▽列車名と発着時間　スーパー白鳥
95号…午前８時 20分弘前発～午
前 11時 40分函館着／白鳥96号
…午後６時 21分函館発～午後９時
15分弘前着
▽参考往復料金（「函館フリー乗車
券」を利用した場合〈小人料金半額〉）
①弘前・函館　指定席特急券＝
8,920円（函館フリー乗車券4,420
円＋指定席特急券4,500円）
※４月 28日～５月６日は指定席特
急券が片道200円増しになります。
②弘前・函館　自由席特急券＝
7,880円（函館フリー乗車券4,420
円＋自由席特急券3,460円）
■問ＪＲ弘前テレフォンセンター（☎
32･1354）

「弘前、わたしの好きな風景」
写真作品募集・展示
▽テーマ　弘前市内で撮影したお気
に入りの風景写真
▽募集期間　４月７日～30日
▽サイズ　A４版またはB４版（六
つ切り、四つ切りも可）
▽応募方法　写真応募用紙に必要事
項を記入し、弘前図書館１階（閲覧
室）受付カウンターに持参してくだ
さい（小学生以下の人は、保護者な
ど募集要項の内容がわかる人と一緒
においでください）。
※写真応募用紙は、弘前図書館・岩

木図書館・相馬ライブラリー・こど
も絵本の森に備え付けているほか、
図書館ホームページからもダウン
ロードできます。
▽注意事項　①応募は一人１点／②
応募写真は返却しません／③応募者
本人が撮影した写真に限る／④人物
の写りこみがない写真に限る
▽作品の展示　５月 16 日～６月
17日
▽展示場所　弘前図書館１階ロビー
■問弘前図書館（☎32・3794）

第53回弘前市子どもの祭典
実行委員募集

　　　
　11月３日（文化の日）に開催さ
れる「弘前市子どもの祭典」の企画
や運営をしてみたいという中学生と
高校生を募集します。
　イベントづくりに興味のある人、
ほかの学校の人と友達になりたい人
など、たくさんの応募をお待ちして
います。
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）
▽内容　
①企画会議（舞台発表などの演目や
体験コーナーのブースなどを決めて
いきます。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・高校生＝ 30
人程度　
■問５月９日までに、電話またはファ
クスかＥメール（住所・氏名〈ふり
がな〉・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者名を記入）で弘前市子
ども会連合会参与会（中央公民館内、
☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
※毎週火曜日は休み。
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◎おたのしみおはなし会
▽４月の開催日　５日・12 日・19
日の、午前 11時～ 11時半（４月か
ら時間が変更になっています）
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）１
階閲覧室おはなしコーナー
▽内容　「春・花・虫」をテーマとした、
絵本の読み聞かせ、紙芝居、昔話、エ
プロンシアター、なぞなぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低学年
の児童
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【４月 23日～５月 12日はこどもの
読書週間】
　「こどもの読書週間」と４月 23日
の「子ども読書の日」にちなんだ行事
を開催します。
◎おすすめ図書の展示・貸し出し
▽期間　４月18日～５月 14日
▽ところ　弘前図書館児童書コーナー
▽テーマ　「本を読もう　１～６年生
で読みたい本」
▽内容　小学校国語教科書の図書紹介
◎乳幼児のためのおはなし会
▽とき　４月26日（土）
　　　　午前10時半～ 11時
▽ところ　弘前図書館おはなしコー
ナー
▽内容　千葉仁子さんによる乳幼児と
お母さんのためのお話と絵本のアドバ
イス
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【第４回手作り絵本講習会～世界に１
冊だけの自分のえほんを作ろう～】
▽とき　５月10日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　弘前図書館２階視聴覚室
▽講師　ささやすゆきさん
▽対象　親子10組（先着順）
▽参加料　絵本１冊につき100円
▽申し込み開始　４月９日から
■問弘前図書館（☎32・3794）

弘前図書館 催し・
講習会

答えは、③の「46」だよ。青森県内で国
の重要文化財になっている建造物は「70」
だから、半数以上が弘前にあることにな
るね。これらの歴史ある建造物は、これ
からも大事に残していきたいね。

※質問は19ページに掲載。
※数は平成 26年３月１日現在。

教えて！たか丸くんクイズの答え

緑の相談所 ４月の
催し

【展示会】
●ユキワリソウ展　９日～11日
●セッコク展　18日～ 20日
●弘前盆栽研究会作品展　24日
～ 27日
●第15回青森県おもと美術展　
29日～５月３日
【講習会】
●バラのせん定講習会　５日、午
後１時半～３時半
【弘前城植物園…今月見られる花】
梅、十月桜、キクザキイチリンソ
ウ、カタクリなど
■問緑の相談所（☎33・8737）


