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◎応募条件を緩和し、応募しやすくなりました！　「40 歳以上」であった対象年齢を「20 歳以上」へ拡大／
がん検診受診は必須項目ではなくなりました／マイレージシートへの「検診・健診の受診機関」「受診月日」
の記入は、自分でできるようになりました　

対象者＝ 20 歳以上の市民
（平成 28 年３月 31 日現在）

ポイントが獲得できる項目
がん検診受診／健康診査受診／健康に関する教室・イ
ベントへの参加／個人目標への取り組み

幸幸幸 ひろさきマイレージ制度ひろさきマイレージ制度ひろさきマイレージ制度健健健
健幸ひろさきマイレージ制度とは？

　20 歳以上の人を対象に、健康に関心を持ち、積極
的に健康づくりに取り組めるよう応援するものです。
がん検診などを受診したり、健康に関する教室やイベ
ントに参加したりすることによってポイントを獲得
し、応募することで、すてきな景品がもらえます。
　弘前市保健センターなどに設置しているマイレージ
シートを使用し、参加しましょう。

応募方法など

★応募条件　市内に住所を有し、平成 28 年 3 月 31
日の時点で 20 歳以上であること　　　　　　　　　
★ポイント獲得期間　通年（ただし、応募した日から
さかのぼって１年間に限ります）
※応募は 1 人につき１回まで。
★応募締め切り　毎年１月 31 日（消印有効）
★応募方法　必要事項を記入したマイレージシートを
付属の封筒に入れて郵送（切手不要）するか、弘前市
保健センターに持参または、応募箱（市役所市民課総
合窓口・ヒロロ３階健康広場窓口に設置）に投函（と
うかん）を。
※氏名・生年月日・住所・たか丸賞の希望コースなど、
記入漏れがないよう確認しましょう。
★マイレージシート配布場所
弘前市保健センター、市役所市民課総合窓口、岩木・
相馬総合支所、各出張所、
地区公民館、弘前図
書館、弘前文化セン
ター、ヒロロ３階健
康広場窓口、検診
実施医療機関　
■問い合わせ先　
健康づくり推進課（弘前市
保健センター内、☎ 37・3750）

家族・友だちみん
なで応募しよう！
たくさんの応募
待ってるよー !!

今年も応募しよう !!

50 点以上獲得したらマイ
レージシートに記入して応募
○ 50 点以上獲得…参加賞がもらえます。
○ 100 点以上獲得…参加賞がもらえ、さらにたか丸
賞が当たる抽選にエントリーされます。
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エコストア・エコオフィス認定制度
　この制度は、ごみの減量やリサイクルの推進、省エネルギーな
ど、環境にやさしい活動を行っている店舗や事務所（会社）をエ
コストア・エコオフィスとして認定し、その取り組みを応援して
いこうというものです（市が認定している店舗や事務所は下表の
とおり）。
　事業者と市民が「協働ではぐくむあずましいまち」を実現して
いくため、あなたの店舗や事務所もエコストア・エコオフィスに
なってみませんか。申請手数料などは一切掛かりませんので、ぜ
ひ申請を（詳しくは、市ホームページをご覧ください）。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・7035）

環境ニュース環境ニュース

▲エコストア・エコオフィス認定マーク

１ 弘前事務機器商会
２ パワーデポ弘前店
３ ドコモショップ弘前城東店
４ ドコモショップ弘前安原店
５ マックスバリュ安原店
６ ユニバース堅田店
７ ユニバース南大町店
８ ユニバース城東店
９ 生協コープあおもり和徳店
10 マックスバリュ樋の口店
11 マックスバリュ岩木店
12 ヤマト運輸弘前白銀センター
13 ヤマト運輸弘前城東センター
14 ヤマト運輸弘前城南センター
15 さとちょう浜の町店

１ S.K.K情報ビジネス専門学校
２ 南建設
３ 伸和産業
４ セントラル技研
５ 東北電力弘前営業所
６ 装美舎
７ 弘前事務機器商会

８ リコージャパン東北営業本部
青森支社弘前営業所

９ ビジネスサービス弘前支店
10 ニチロサンパック青森工場
11 弘前航空電子
12 丸勘建設
13 東栄土木工業
14 タムロン生産本部弘前工場
15 設備技研オサナイ
16 小山田建設
17 エルシィホーム

18 キヤノンプレシジョン本社・北和徳事業所

19 キヤノンプレシジョン北和徳第二事業所
20 弘前水道

21 オリンパスメディカルサイエンス販売弘前営業所

22 日立ソリューションズ　弘前ソリューションセンタ
23 北星交通
24 キタコン
25 三光化成弘前工場
26 ニッカウヰスキー弘前工場
27 特別養護老人ホームおうよう園
28 青森銀行弘前市役所出張所
29 特別養護老人ホーム白寿園
30 デイサービスセンター白寿園
31 生活支援ハウス白寿の園
32 豊産管理弘前営業所
33 青森銀行弘前支店ほか11店舗

※表はともに平成27年１月末現在のもの
です（登録順）。
※６年間継続して認定を受けているエコ
ストア・エコオフィスを「優良認定事業所」
としています。

優良認定事業所
エコストア

１ Uマート桔梗野店
２ Uマート弘大前店
３ ソフトバンク安原
４ ソフトバンク弘前駅前
５ auショップ弘前西
６ ドコモショップ弘前駅前店
７ 小山内バッテリー社弘前店
８ ユニバース松原店

優良認定事業所
エコオフィス

エコオフィス認定事業所

１ アペックス弘前サービスセン
ター

２ 音羽電機工業弘前工場
３ 東管サービス
４ 大成コンサル
５ 日本パルスモーター岩木工場
６ 障害者支援施設　千年園
７ 北村技術
８ 弘前農園
９ 共立設備工業
10 共立寝具神田工場

11 弘前ドライクリーニング工場
12 田中工務店
13 東奥信用金庫本店ほか12店舗
14 富士建設
15 東北クリーン

16 みちのく銀行弘前営業部ほか11店舗
17 介護老人保健施設　平成の家
18 マル長
19 猪股建設
20 東邦設備工業所

エコストア認定事業所

環境ニュース

優良認定事業所
エコストア

優良認定事業所
エコオフィス

内窓で節約！家庭でできる省エネ勉強会

　市では、弘前市経営計画に掲げる「まちづくり」を
進める中で、カラスによるごみ集積所での食い荒らし
対策として、防鳥効果の高いごみ集積ボックスの設置
を促進するため、設置事業主体である町会などの団体
に対して、設置にかかる費用の一部を補助する事業を
昨年度から実施しています。
　事業の実施状況については、昨年５月の補助申請受
け付け開始から現在までに、65 団体から 106 基の
申請があり、すべてが補助金交付決定済みとなってい
ます。新たにごみ集積ボックスを設置した町会からは、

「カラス対策として大変有効な事業であり、集積所を
利用している住民からの評判も良い」との声も聞かれ
ました。
　なお、今年度の補助申請の受け付けは終了していま
すが、平成 27 年度も本補助事業を継続して実施し、
引き続きカラス対策の強化を図りたいと考えていま
す。事業の実施が決定し次第、広報ひろさきなどでお
知らせしますので、詳しくはお問い合わせください。
■問い合わせ先　環境管理課環境事業所資源循環係

（町田字筒井、☎ 35・1130）

　家庭でできる省エネ方法の講演や、実際に内窓を設
置した世帯から設置後の変化など、体験談を聞く勉強
会を開催します。
▽とき　２月 28 日（土）、午後２時～４時
▽ところ　総合学習センター（末広４丁目）視聴覚室
▽対象　内窓設置や地球温暖化防止に興味のある人＝
20 人程度

▽参加料　無料
▽申し込み方法　２月 26 日までに、電話かファクス
で申し込みを（当日参加も可）。
■問い合わせ・申込先　青森県環境パートナーシップ
センター弘前センター（百石町、☎ 88・8808、ファ
クス 88・8809、平日の午前９時～午後６時）

平成 26 年度ごみ集積ボックス設置
事業費補助金の実施状況について　

ボックス設置前（黄色防鳥ネットを使用） 新規ボックス設置後

２月は省エネルギー月間
　寒さの厳しいこの季節は、暖房機器や給湯器の使用
などでエネルギー消費が増大する時期です。限りある
エネルギー資源を大切にするとともに、地球温暖化防
止のため、身の回りでできる省エネルギー対策を実践
していきましょう。

○暖房は、室温 20℃を目安に温度
設定し、寒いときは衣類で調節しま
しょう。
○暖房や電気カーペット、電気こた
つはこまめに温度調節をし、使用し
ないときは電源を切りましょう。
○給湯器は目的に合わせて温度設定
をしましょう。

○お風呂は間隔を空けずに入り、追いだきをしないよ
うにしましょう。
○冷蔵庫内は季節に合わせて温
度調整をし、ものを詰め込み過
ぎないようにしましょう。
　このほかの省エネルギー対策
については、「弘前市地球温暖化
対策地域アクションプラン」ホー
ム ペ ー ジ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/kurashi/kankyo/ondanka/
index.html）をご覧ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）
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▽支給対象者　後期高齢者医療制度に加入し、医療費
と介護サービス費の両方を負担している人
※世帯内に後期高齢者医療制度に加入している人が複
数いる場合は、世帯で合算します。
▽計算対象期間　毎年８月１日から７月 31 日までの
１年間
▽支給額　医療保険と介護保険の自己負担額の合計
が、所得区分に応じた自己負担限度額（下表参照）を
超えた場合に、その超えた額が支給されます。
　ただし、超えた額が 500 円以下の場合は支給対象
となりません。

▽支給申請　
　支給を受けるには申請が必要です。なお、支給の要

件に該当すると思われる世帯には、２月下旬に青森県
後期高齢者医療広域連合から支給申請のお知らせを送
付します。届いた人は担当窓口に申請してください。
　また、対象期間の途中に後期高齢者医療制度に加入
した人や、転入してきた人などがいる世帯には、支給
対象となる世帯であっても、申請のお知らせが送付さ
れない場合もありますので、対象になると思われる人
はお問い合わせください。
▽申請に必要なもの　支給申請書／後期高齢者医療被
保険者証／介護保険被保険者証／印鑑（認め印）／通
帳（コピー可）など、口座情報の分かるもの
※被保険者が亡くなっている場合は、受領申立書の提
出が必要です（事前に提出した場合は不要）。
※被保険者以外の人が申請または受領する場合は、委
任状が必要です。
※重度心身障害者医療費の助成を受けている場合は、
市町村へ受領を委任する委任状が必要です。
※対象期間中に青森県後期高齢者医療以外の医療保険
や他市町村の介護保険に加入歴があり、自己負担額が
ある場合は、それらの保険の自己負担額証明書が必要
です。
■問い合わせ・申請先　国保年金課後期高齢者医療係

（市役所１階、窓口 156、☎ 40・7046）

後期高齢者医療の高額医療・高額介護合算療養費支給申請を受け
付けます

所 得 区 分 自己負担限度額
現役並み所得者 67 万円
一　　　　　般 56 万円
低　所　得　Ⅱ 31 万円
低　所　得　Ⅰ 19 万円

低所得Ⅱ…世帯員全員が住民税非課税の人
低所得Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税の人のうち、世帯員
全員の各所得が０円の人
※自己負担額は支払った額から高額療養費や高額介護（予
防）サービス費を除いた額です。

　井戸水などを利用している人で、井戸水の使用を止
めたり、使用する人数が変わったりした場合は、変更
の届け出が必要ですので、ご連絡ください。
　また、次の事例に該当する場合や、「水道使用量の
お知らせ」を見て、下水道の請求予定額に疑問がある
場合もご連絡ください。
▽事例
①井戸水使用の変更について届け出をしたにもかかわ
らず、変わっていない
②一つの水道メーターを２棟の家屋などが共有し、２

棟のうち１棟が下水道に未接続であるにもかかわら
ず、２棟分の下水道使用料が徴収されている
③浄化槽を使用しており、下水道を使用していないの
に下水道使用料が徴収されている
④下水道を使用しているのに請求されていない
▽下水道使用料の確認方法　毎月発行している「水道
使用量のお知らせ」で確認することができます（下図
参照）。
■問い合わせ先　上下水道部営業課営業係（茂森町、
☎ 36・8115）

下水道の利用状況に変更はありませんか忘れずに届け出
を

水道管の凍結にご注意冬はこまめに
水抜きを

　毎年、水道管凍結の増加が２月まで続きます。立春を過ぎても、
急に冷え込みが厳しくなる日がまだありますので、今一度注意をし
てください。水道管の凍結を防ぐためにも、最低気温がマイナス４
度を下回るような日や真冬日が続くときには、水抜きをお願いしま
す。今後も天気予報に注意し、水道管を凍結から守りましょう。
　もし水道管が凍結し、自分で解氷できない場合は、早めに市の
指定給水装置工事事業者、または弘前管工事業協働組合（☎ 32・
7309）へ依頼してください。　
■問い合わせ先　上下水道部営業課給排水係（茂森町、☎ 32・
0698）

 

市役所駐車場の利用について

　市役所駐車場は、昨年 11 月 11 日のオープンから
３カ月程経過しました。
　そこで、これまで問い合わせが多かった質問への回
答や注意事項について皆さんにお知らせします。
◎質問１…立体駐車場から市役所庁舎へはどうやって
行けばよいのですか？
◎回答１…立体駐車場と庁舎は別の建物となっている
ため、一度駐車場から外へ出て、西側入口や中庭入口
などをご利用ください。なお、増築棟完成後は、駐車
場と増築棟はアーケードでつながります。
◎質問２…駐車場から市役所庁舎への距離が前よりも
遠くなり、車いすでの移動が困難です
がどうすればよいでしょうか？
◎回答２…車いす使用者のための一時
的な駐車場を庁舎の正面玄関付近に設
けていますので、ご利用ください。ま
た、貸出用の車いすを立体駐車場エレ
ベーターホールや庁舎内に設置してい
ますので、必要な人はご利用ください。

【駐車場利用にあたっての注意事項】
〇冬期間は駐車場内が滑りやすくなっ
ていますので、運転や歩行時には十分
ご注意ください。
〇冬期間は立体駐車場の屋上を閉鎖し

増築棟新築工事エリア 立体駐車場

←土手町方面

弘前市役所 平面
駐車場

市長
公舎

岩木山方面→

不明な点などは
問い合わせを

中庭入口

正面玄関

西側入口

駐車場出入口

ゲート

事前精算機EV

EV

車いす用一時駐車場 一般車両進入禁止

※EV＝エレベーター歩行者 自動車

ていますので、１階から３階までの駐車場をご利用く
ださい。
〇市役所に用事がある人は、必ず駐車券を用務先まで
お持ちください。また、駐車券を紛失しないようにご
注意ください。
〇事前精算機は必ず帰りの際にご利用ください。事前
精算後は、割引処理ができなくなりますので、ご注意
ください。
〇駐車場は、高さ 2.8m（立体駐車場 2.1m）、長さ
5.0m、幅 2.0m 以下の普通自動車のみ利用できます。
■問い合わせ先　財産管理課（☎ 35・1120）

弘
前
図
書
館

市
立
観
光
館 弘前公園

下水道使用料の確認方法

「水道使用量のお知らせ」は、毎月行っている水道メーターの検
針時に、郵便受けなどに入れてお知らせしています。

○下水道を使用している場合
排除汚水量・金額が表示されています。

○下水道を使用していない場合
排除汚水量・金額が表示されていません。

A

B

※下水道を使用していないのに、「A」のように排除汚水量・金額が記載されている場合は、ご連絡ください。
　下水道を使用しているのに、「B」のように記載されていない場合もご連絡ください。
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弘前圏域定住自立圏共生ビジョン（変更案）に
対するパブリックコメントを実施します

　弘前圏域定住自立圏共生ビジョン（変更案）がまと
まりましたので、市民の皆さんから意見や提案を募集
するため、パブリックコメント（意見公募手続き）を
実施します。
▽募集期間　２月 15 日～３月１日（必着）
▽変更案の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧（土・日曜日を除く）
行政経営課（市役所３階、窓口 307）、岩木総合支所
総務課（賀田１丁目）、相馬総合支所民生課（五所字
野沢）、市民課駅前分室（駅前町、ヒロロ３階）、市民
課城東分室（末広４丁目、総合学習センター内）、各
出張所
▽対象
①市内に住所を有する人
②市内に事務所等を有する人または団体など
③市内に勤務する人
④市内の学校に在学する人
⑤本市に対して納税義務を有する人または寄付を行う人
⑥本変更案に利害関係を有する人
▽提出方法　指定の様式または任意の様式に、住所、

氏名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、在住・
在学の別（任意様式の場合は対象①～⑥のいずれか）、
件名（任意様式のみ、「定住自立圏共生ビジョン（変
更案）への意見」など）を記入し、次のいずれかの方
法で提出を。
❶郵送…〒 036・8551、上白銀町１の１、行政経営
課あて
❷行政経営課へ直接持参（土・日曜日を除く）
❸ファクス…35・7956
❹Ｅメール…gyoseikeiei@city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総合案
内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、市
民課駅前分室・城東分室、各出張所に設置
※今回は、変更部分のみの意見などについて募集しま
す。その他の部分については受け付けませんので、ご
注意ください。また、電話など口頭では受け付けません。
▽意見の公表など　寄せられた意見などは、共生ビ
ジョン変更の参考とするほか、後日集約し、氏名・住
所を除き、対応状況を市ホームページで公表します。
なお、個別回答はしませんので、ご了承ください。
■問い合わせ先　行政経営課（☎ 40・7021）

市民の皆さんか
ら意見や提案を
募集します

　弘前公園では、せん定した桜の枝を無料配布します。
▽とき　２月 27 日、３月 6 日・13 日・20 日・27
日の午前８時半から（なくなり次第終了）
▽ところ　緑の相談所（下白銀町、弘前公園内）
▽その他　
①１人５本まで。販売目的などでの持ち帰りは禁止し
ます。
②枯れた枝や病気の枝をせん定しています。必ず花が

弘前公園の桜のせん定枝を無料配布

咲くとは限りません。
③作業状況や天候によ
り準備できない場合が
ありますので、ご了承
ください。
※せん定作業中は枝の落下など大変危険なため、近づ
かないようにしてください。
■問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）

一足早く桜の花が
見られるかも？

沢田ろうそくまつり
　このまつりは、旧暦の小正月に相馬の沢田地区にある沢田神明宮で毎年開催さ
れているもので、450 年以上前から受け継がれている豊凶占いの伝統行事です。
▽とき　３月５日（木）、午後６時～
▽ところ　沢田神明宮（沢田字園村）
▽内容　たいまつ行列、登山囃子（ばやし）披露、炭俵製作実演、出店
■問い合わせ先　沢田ろうそくまつり実行委員会（田澤さん、☎携帯 090・
8254・9037）

わたしのアイデアポストあなたの近くの
意見箱

　市では、市民の声を聴く広聴事業の一つとして、「わ
たしのアイデアポスト」を設置しています。市政に関
する提案や意見を多くの皆さんから伺い、市政の発展
に結び付けていきますので、皆さんの声をぜひお寄せ
ください。
　郵送やファクスでも受け付けています。提案ととも
に、住所・氏名・性別・年齢・電話番号・回答が必
要な場合はその旨を記入し、「わたしのアイデアポス
ト」と明記の上、広聴広報課広聴広報担当（〒 036・
8551、上白銀町 1 の 1、ファクス 35・0080）ま
でお寄せください。
　また、市ホームページ上の「WEB 版・わたしのア

イデアポスト」もご利用ください。
▽アイデアポスト設置場所　市役所
総合案内、岩木総合支所総務課（賀
田１丁目）、相馬総合支所民生
課（五所字野沢）、市民課駅
前分室（駅前町、ヒロロ３階）、
市民課城東分室（末広４丁目、
総合学習センター１階）、各出張
所
■問い合わせ先　広聴広報課広
聴広報担当（市役所３階、窓口
308、☎ 35・1194）

市ホームページ　バナー広告

　市のホームページに掲載するバナー広告を募集して
います。
▽市ホームページ（トップページ）の閲覧状況　平成
26 年＝ 175 万 2,150 回（月平均 14 万 6,013 回）
※閲覧状況は、平成 27 年の閲覧数を保証するもので
はありません。
▽掲載位置　ホームページのトップページおよびトッ
プページ以外のページ共に最下段
▽掲載料　トップページ＝１月当たり１枠１万円（１
年間継続の申し込みで１枠 10 万円）／トップページ
以外＝１月当たり１枠 3,000 円（１年間継続の申し
込みで１枠３万円）
▽掲載期間　広告の掲載期間は月単位です。また、連
続して掲載できる期間は最大 12 カ月です。なお、掲
載期間は、土・日曜日、祝日、年末年始などにより、
月ごとに異なります。
▽バナーの規格　大きさ：縦 50 ピクセル、横 170
ピクセル／形式：ＧＩＦ、ＪＰＥＧ、ＰＮＧ／容量：
10 キロバイト以下
▽申込期限　掲載開始月の前月の 10 日までに申し込
んでください。
※掲載を希望する人は必ず市ホームページをご確認く
ださい。

広報ひろさき　有料広告

　広報ひろさきに掲載する有料広告を募集していま
す。なお、掲載できる広告は、広報誌の性格上、その
品位を妨げず、かつ市民に不利益を与えない中立性の
あるものなど、いくつかの条件がありますので、詳し
くは市ホームページでご確認ください。
▽掲載位置　１日号（カラー）＝最終ページ全面とお
知らせページの最下
段／ 15 日号（白黒）
＝最終ページおよび
お知らせページの最
下段
▽掲載枠・掲載料　
下表のとおり
▽申込期限　掲載を
希望する号のおおむ
ね 40 日前までに申
し込んでください。
※掲載を希望する人
は必ず市ホームペー
ジをご確認くださ
い。
■問い合わせ・申込先　広聴広報課広聴広報担当（市
役所３階、窓口 308、☎ 35・1194）

区分 掲載枠 規格（縦×横）
１回の掲載料（円）

お知らせ 最終ページ

第１号 全　　　枠 252㎜× 170㎜以内 ― ― １日号 30 万円

第２号 ２分の１枠 126㎜× 170㎜以内 ― ― １日号 15 万円

第３号 ５分の１枠 45㎜× 170㎜以内
１日号 ６万円 １日号 ―

15 日号 ４万円 15 日号 ６万円

第４号 10 分の１枠 45㎜× 85㎜以内
１日号 ３万円 １日号 ―

15 日号 ２万円 15 日号 ３万円
※１日号は全ページカラー、15 日号は全ページ白黒　　　　　　　　　　　　　  （消費税及び地方消費税を含む）

市ホームページのバナー広告と広報ひろさきに
掲載する有料広告を募集しています

広告を掲載して
自社などをＰＲ
しませんか

●広報ひろさき掲載枠・掲載料

 1

2

34

●広報ひろさき　　
掲載枠イメージ

7ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１５.２.１５
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疑問な点などは気軽に問い合わせを

　「１％システムとはどんな制度？」「事業を申請したいけど対象になるの？」など、簡単な制度の概要か
ら具体的な書類の書き方まで、１％システムに関する質問や相談については、随時受け付けしていますの
で、気軽にお問い合わせください。

平成 27 年度の事業募集予定

　来年度に実施する事業の募集は、３次募集まで予定しています。
◎２次募集期間…４月 13 日～５月 12 日（事業実施期間…７月１日～平成 28 年３月 31 日）
◎３次募集期間…７月 13 日～８月 12 日（事業実施期間…10 月１日～平成 28 年３月 31 日）
※制度の詳細や申請書類については、市民協働政策課で配布しているほか、市ホームページに掲載してい
ます。なお、この制度に関する予算については、３月に行われる第１回市議会定例会で審議されます。予
算案の可決をもって、制度を実施します。
▽問い合わせ先　市民協働政策課市民協働係（市役所２階、窓口 254、☎ 40・7108、Ｅメール
shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）

市民参加型まちづくり１％システム　実施事業紹介

　このコーナーでは、「市民参加型まちづくり１％システム」を活用し、実施された事業を紹介していま
す（平成25年度実施分）。今号は下記の事業です。なお、本年度は右表の 57事業が交付決定を受け、
さまざまな分野に活用されました。

 
「雪かき」を活用した親雪推進事業20

 

▽実施団体　津軽ひろさきマーチング委員会
▽事業内容　旧弘前偕行社で、弘前の街並みを描いたイラストや写真などの展示
会と、市民を対象に「みんなで描こうひろさき百景」と題したイラスト教室を開
催しました。イラスト教室では、自分の好きな弘前の風景のイラストを描いた後、
完成した作品の展示を行うことで、弘前の良さを再認識し、街並みを保存しなが
ら大切にするという意識を高めることができました。
▽事業費／補助金額　39 万 7,445 円／ 34 万 7,000 円

19 ひろさきの街の水彩写生を通じて街を愛する子供たちに
「みんなで描こうひろさき百景」

▽実施団体　津軽ひろさき雪かき検定実行委員会
▽事業内容　弘前城雪燈籠まつりと岩木山南麓豪雪まつりの会場で、「雪かき」
を活用したレクリエーションイベントを開催しました。参加者には「雪かき検定」
で雪かきの腕を競ってもらったほか、海外製のスコップに触れながら雪を楽しん
でもらうことができました。海外製のスコップに興味を持ったり、雪かき検定に
参加した子どもたちも多く、「雪かきはつらい、大変」から「雪かきは楽しい」
へ意識転換を図るきっかけづくりができました。
▽事業費／補助金額　30 万 2,600 円／ 27 万 2,000 円

平成 26 年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム　交付決定事業一覧
事　業　名 団　体　名 交付決定額

市民健康増進事業「第 3回　津軽岩木スカイラインを歩いてみよう会」弘前歩こう会 46万円
環境美化事業槌子町会環境美花「花いっぱい運動」 槌子町会 13万 4,000 円
岩木山環状線（ネックレスロード）街路樹の手入れと宮沢賢治の旅を
訪ねて

岩木山桜会議 22万 5,000 円

五代町会夏祭り＆ほたる鑑賞会（学習会） 五代町会 14万 6,000 円
環境教育用だんぶり池下敷き作成活用事業 ひろさき環境パートナーシップ 21 21万 9,000 円
～和徳の歴史の探求と伝統ある津軽の歴史の魅力発信事業～題「けの汁
発祥の地　和徳城」和徳城主　小山内讃岐の守没後 443年祭

和徳歴史探偵団 50万円

いちごで笑顔家族・地域お楽しみ事業 三省地区いちごわくわくクラブ 19万 7,000 円
湯口交差点「花いっぱい運動」 JA相馬村女性部 10万 7,000 円
コミュニティシネマ事業「harappa 映画館」 harappa 50 万円
青森スマートドライバー 青森スマートドライバー実行委員会 50万円
乳井区域内放棄地の環境整備と美化活動 乳井町おこし協力会 36万 8,000 円
第２回弘前城リレーマラソン スポネット弘前 30万円
音楽の祭日 in 弘前（Fête de la Musique à Hirosaki） 音楽の祭日実行委員会 50万円
野外活動で活用できる外傷セミナー・こどもの救急講習会 津軽広域救急支援機構 50万円
世界一の桜並木道をノルディック・ウォーク 青森県体育協会岩木青少年スポーツセン

ター
31万 8,000 円

若葉町会納涼祭り 若葉町会 7万 9,000 円
弘前市民の森で元気になろう 弘前市民の森の会 17万円
大仏公園紫陽花まつり 石川町会 27万 8,000 円
大開町会納涼祭り 大開町会 10万 9,000 円
イルミネーション＆ねぷたロード整備事業 和徳町大通り町会 50万円
城西学区安全で安心な「地域安全マップ」作製事業 城西学区子ども安全サポート推進事業部 11万 8,000 円
桜庭町会内の危険箇所及び道路舗装整備事業 桜庭町会  25万 5,000 円
岩木山エコプロジェクト 岩木山観光協会 50万円
ふくろうと共存するりんご生産における農業の新展開 ふくろうの会 50万円
ラベンダーロード再生事業 相馬地区小・中学校PTA連絡協議会 16万 4,000 円
2014岩木町絆フェスティバル事業 岳暘ふるさと創生会 47万 7,000 円
エンジョイ・プレイセンター 青森県にプレイセンターを創る会 5万 4,000 円
甦れ、雑種地から交流農園へ 向外瀬町会 50万円
N響メンバーと合同で演奏するチェロアンサンブル ひろさきチェロアンサンブル同好会 17万 9,000 円
東目屋地区活性の為の回覧板　新聞発行事業 楽しいね東目屋！実行委員会 50万円
住吉針桐を天然記念物に！「住吉ハリギリ祭り」 住吉町会 16万 4,000 円
栄町ふれあい夏まつり 栄町町会 22万 7,000 円
山岸堰改良事業 国吉町会 43万 5,000 円
石渡町会ふれあいの集いと自主防災訓練 石渡町会 21万 7,000 円
ひろさきアフタースクール
「地域の力を取り込んだ放課後つくり」プロジェクト

あんよ・せらぴー共育研究会 24万 5,000 円

伝統文化を身近に「津軽音広場」 津軽の音実行委員会 50万円
手造り屋台村 小沢地区屋台村実行委員会 15万 3,000 円
PECSロゴステッカーを拡散して、ASDの方の外出を推進する
プロジェクト（略称：PECSロゴステッカー拡散プロジェクト）

あおもりPECS研究会弘前支部 38万 2,000 円

岩木山トレイルランニングフェスティバル 2014（第１回） 岩木山トレイルランニング実行委員会 50万円
第 12回ホームムービーの日 HMD弘前 43万 8,000 円
Nature　今こそ自然に還るとき 弘前学生BBS会 41万 1,000 円
ギネス記録も持つ！！津軽の笛が大集合！　第 2回津軽笛博覧会 津軽笛地域づくり実行委員会 50万円
通学路等における児童の見守り活動 堀越子ども見守り隊 21万 6,000 円
豊田小学校通学路排雪事業 豊田小学校父母と教師の会 31万 7,000 円
青年団リンク　ホエイ「珈琲法要」弘前公演実施事業 弘前は珈琲の街です委員会 50万円
青少年健全育成・地域づくり・地域世代間交流事業　
「第１回　津軽の伝統文化と昔の遊びに触れてみよう」

時敏地区青少年育成委員会 37万 1,000 円

弘前市民による地域包括ケア実現のための研修会　みんなでつくる地域
包括ケアの街～ひとりひとりの「生きる」を大事にしよう～

ひろさきナラティブ .net 20 万 2,000 円

岩木山南麓豪雪まつり 岩木山観光協会 49万 8,000 円
ひろさきを絵手紙にして知ってもらおう
ワークショップ「こころを伝える　ひろさき絵手紙展」

津軽ひろさきマーチング委員会 30万 9,000 円

ともに生きる精神障がいの理解・普及・交流会
「松本ハウスがやってくる」～笑って学ぼう精神疾患～

津軽地域精神障がい者社会復帰支援連絡
会

30万 5,000 円

農の魅力、子どもに発信！ 弘前大学財政ゼミナール 8万 9,000 円
組ねぷた制作技能継承事業－組ねぷたを見直そう－ 弘前ねぷた参加団体協議会 50万円
昴地区集会所協働開放事業 昴町会 14万 4,000 円
福祉と暮らしの相談会～多職種ネットワークによる相談会～ 権利擁護あおい森ねっと 17万 8,000 円
文化周知のためのイベント開催 うぃっちたいむ !! 実行委員会 48万 7,000 円
「やりたいことをやらなくちゃ」プロジェクト Hiromaru 47 万 7,000 円
過疎地域スポーツ推進事業 スポネット弘前 20万 4,000 円
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鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎ももの節句とたんごの節句
▽とき　2 月 21 日～３月８日の午
前９時～午後４時（最終日は午後３
時まで）
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽内容　糸のこ工芸、つるし飾り、
水彩画、剪紙（せんし）、貝合わせ、
陶びな、漆器などの展示
▽休館日　２月 24 日、３月３日
▽観覧料　無料
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902）

学都ひろさき未来基金
「弘前大学グローカル
人材育成事業成果発表会」
　弘前大学では、地球規模（グロー
バル）の視野を持ちながら地域（ロー
カル）の課題に主体的に取り組み解
決できる「グローカル人材」の育成
のため、市とともに地域の皆さんの
支援を受けて学都ひろさき未来基金
を設立し、弘前大学グローカル人材
育成事業を実施しています。

　このたび、本事業において海外研
修を行ったグループによる成果発表
会を開催します。
▽とき　２月 23 日（月）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▽対象　市民
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 弘前大学研究推進部社会連携
課（☎ 39・3915、■Ｅ jm3915@
cc.hirosaki-u.ac.jp）

市立博物館企画展４
おひなまつり
　津軽家由
来の豪華な
ひな道具を
中心に、こ
どもの健や
かな成長を願ったひな人形やひな道
具を展示します。
▽とき　３月 22 日までの午前９時
半～午後４時半
※ 2 月 16 日、3 月 16 日は休館日。
▽ところ　 市立博物館（下白銀町）
▽観覧料　一般＝ 280（210）円
／高校・大学生＝ 140（100）円
／小・中学生＝ 80（40）円
※（　）内は 20 人以上の団体料金。
65 歳以上の市民、市内の小・中学

生や障がい者、外国人留学生、ひろ
さき多子家族応援パスポートを持参
の人は無料。年齢や住所を確認でき
るものの提示を。
▽併設　津軽の歴史～藩主たちの時
代～
■問市立博物館（☎35・0700）

平成 26 年度岩木健康増進
プロジェクト結果報告会
　健康のレベルアップに役立つ最新
情報や実践例について、弘前大学の
医師などがお話しします。
▽とき　２月 28 日（土）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）２階大ホール
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学大学院医学研究科社会医
学講座（☎ 39・5041）／岩木保
健福祉センター（☎ 82・3535）

ヒロロスクエアコミュニケー
ションゾーン運営協議会の催し

【ひろさきアフタースクール「食」
のプログラム】
　弘前を拠点にさまざまな「食」の
活動を行っている料理研究一家「古
川家」とオリジナルサンドイッチを
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作ろう！
▽とき　2 月 28 日（土）
　　　　午前 10 時～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽対象　小学生とその家族＝ 20 組

（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。なお、食
物アレルギーがある人は申し込みの
際にお知らせください。
■問 ひろさきアフタースクール事務
局（あんよ・せらぴー共育研究会
内、境さん、☎携帯 090・1935・
5527、 ■Ｅ anyo.therapy-@
ezweb.ne.jp）

星空観察会 in プラネ

【星空入門教室～春の星々と皆既月
食を学ぼう !! ～】
▽とき　３月７日（土）、午後６時
～８時（受け付けは午後５時半から）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室ほか
▽内容　視聴覚室で星空の楽しみ方
について学習した後、プラネタリウ
ムへ移動し、冬から春にかけての星
座の特徴と、４月４日に見られる皆
既月食について紹介します。

※当日が晴天の場合、屋外で星空観
察を行います。
▽講師　蒔苗智之さん（ひろさき星
の子サークル）
▽対象　市民＝ 30 人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。当日の
申し込みは不可。
▽参加料　無料
▽その他　屋外での活動があるの
で、防寒具の持参を／弘前文化セン
ター駐車場は最初の１時間を超える
と有料になります。
■問３月６日までに、電話、ファクス
またはＥメール（住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、中央公民館

（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

『LIFE&LOVE』
人気ハンドメイド作家たち
によるフリーマーケット
▽とき　２月 28 日（土）
　　　　午前 11 時～午後３時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋）管理棟２階
▽内容　服飾雑貨、日用品、絵本、
おもちゃ、ハンドメイド資材などの
展示・販売

▽参加料　無料
■問 岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

子どもの夢を育（はぐく）む
体験プログラム

「冬の間の運動不足を解消しよう！」
▽とき　３月８日（日）
　　　　午前 10 時～正午
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）大ホール
▽内容　家族でコミュニケーション
を取りながら簡単な運動をし、冬の
間の運動不足を解消します。
▽講師　鹿内葵さん（スポネット弘
前）
▽対象　市内の小学生と家族＝ 30
組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
タオル、運動しやすい服装
■問３月７日までに、ひろさきアフター
スクール事務局（あんよ・せらぴー
共育研究会内、境さん、☎携帯 090・
1935・5527、 ■Ｅ anyotherapy@
yahoo.co.jp）へ。
※平成 26 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

　現在、市では本丸東側石垣修理事業を実施しており、
修理対象範囲に天守台石垣も含まれていることから、
今年８月から天守の曳屋（ひきや）工事を予定してい
ます。今春は、曳屋工事前に重要文化財・弘前城天守
の柱や出格子・床下の構造など、建造物の細部を公開
します。
　なお、昨年まで天守に展示してきた歴史資料は、現
在石垣修理事業に備えて搬出しており、天守公開時に
は展示しません（一部は市立博物館で展示予定）。ま
た、さくらまつり期間は天守に入れますが、さくらま

つり終了後は、曳屋工事に備えて天守を閉館しますの
で、ご了承ください。
　平成 28 年以降、天守は移設先で公開し、さくらま
つりも例年通り開催する予定です。
▽公開期間　４月１日～５月上旬
▽公開時間　午前９時～午後５時（４月 23 日～５月
５日は午前７時～午後９時）
※天守は、弘前公園有料区域の公開時間に合わせて開
館します。
■問公園緑地課弘前城整備活用推進室（☎ 33・8739）

　ブックスタートは「赤ちゃんと絵本を楽しむ時間の大切さ」を伝えながら、絵本を
手渡す取り組みです。
　市では、０歳児を対象に、絵本２冊と読み聞かせのアドバイス集、赤ちゃん絵本の
リストなどをセットにしたブックスタートパックをプレゼントしています。対象者に
は引換券を送っていますので、１歳の誕生日の月末までに忘れずに引き換えてくださ
い。
▽引き換え方法　引換券に必要事項を記入の上、こども絵本の森（駅前町、ヒロロ３
階、午前 10 時～午後６時）に持参してください。
▽休館日　毎月第３木曜日、３月 17 日・18 日（蔵書点検）
※引換券をなくした場合は、住所・生年月日の確認できるものの持参を。なお、弘前
図書館（下白銀町）、岩木図書館（賀田１丁目）、相馬ライブラリー（五所字野沢）で
も引き換えることができます。
■問こども絵本の森（☎ 35・0155）

平成 27 年の弘前城天守公開は、
４月１日から５月上旬まで

ブックスタート（０歳児対象） 赤ちゃんへ
プレゼントだよ
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スなど、参加者が自身の体を知るこ
とを目的とした体操および気づいた
問題点を克服に導くための体操とウ
オーキングの指導。
▽講師　葛原仁美さん（健康運動指
導士）
▽対象　市民＝ 20 人（先着順）
▽参加料　500 円（当日徴収）
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物、バスタオル、使い
古しのストッキング２足分（用意で
きる人）、運動のできる服装
■問 河 西 体 育 セ ン タ ー（ ☎ 38・
3200）

聞いてみよう 世界の暮らし

「みんなが知らないニュージーラ
ン ド ～ The deep inside New 
Zealand～」
　人の数より
羊 の 数 が 多
い !? 距 離 は
ちょっと遠い
けど、時差は
ほんの数時間。実は身近な南の島国
ニュージーランドの知られざる魅力
に迫ります。人々の暮らしぶりや生
活様式・文化について、写真などを
交えながら日本語で分かりやすく紹
介します。来て、見て、聞いて、ニュー
ジーランドをもっと身近に感じてみ
ませんか。
▽とき　３月７日（土）
           午後１時半～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽講師　ユリア・スーザン・アンさ
ん（ニュージーランド出身、市職員）
▽定員　50 人（先着順）
▽参加料　無料
■問 ３月 5 日までに、電話かＥメー
ルで、中央公民館（☎ 33・6561、

■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

ストリートダンス教室

　年齢性別関係なく初心者を中心と
し、楽しくできるストリートダンス
の基礎的なステップレッスンを行い
ます。
▽とき　３月 22 日（日）
　　　　午後１時～２時
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽講師　三上貴史さん（ダンスイン
ストラクター）
▽対象　市民＝ 40 人
▽参加料　500 円（傷害保険料を
含む）
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物、運動のできる服装
■問市民体育館（☎36・2515）

中級古文書読み方講習会

　弘前図書館所蔵の藩政時代の古文
書を活用した、読み方講習会を開催
します。
▽とき　３月７日・14 日・21 日・
28 日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　蔦谷大輔さん（弘前大学国
史研究会会員）
▽対象　高校生以上で、古文書をあ
る程度読める人、弘前図書館主催の
初級講座を修了した人など＝ 30 人

（先着順）
▽受講料　無料（別途テキスト代
700 円が必要）
■問２月 28 日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

 暮らしのinformation

動きやすい服装、飲み物
■問三省地区交流センター（☎ 95・
3760、月曜日は休館）

市民ボランティアによる
パソコン講座
　学ぶ市民のためのパソコン講座で
す。

【はじめてのパソコン講座】
▽とき　３月３日・10 日・17 日
の午前 10 時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝
30 人
▽参加料　無料

▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　２月 22 日、午前
８時半から
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます（受付時間は午後５
時まで）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎ 26・4800）

少林寺拳法体験教室

　少林寺拳法を通して強い精神力と
身体を鍛えます。
▽とき　２月 25 日～５月１日の毎
週水・金曜日、午後７時～８時
▽ところ　サッパドゥ（高田４丁目）
▽参加料　無料（各自スポーツ傷害
保険などに加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
動きやすい服装
■問 午後７時以降に、少林寺拳法弘
前ブロック事務局（相馬さん、☎
27・3705）へ。

ベテランズセミナー

　世界遺産白神山地をはじめ、青森
の原生林に多く生えるブナ。木工に
は不向きとされた常識を覆し、弘前
の街に誕生した手業について紹介し
ます。
▽とき　３月５日（木）
　　　　午前９時半～ 11 時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽テーマ　工業試験場～弘前地域研
究所－地域の産業とともに－③「弘
前から生まれた木製品 BUNACO」
▽講師　九戸眞樹さん（市教育委員
会委員長）
▽対象　おおむね 60 歳以上の市民
＝ 30 人程度
▽受講料　無料
■問 ３月２日までに、電話かファク
スで、中央公民館（☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、火曜日は休み）へ。

健康体操
＆屋内ウオーキング教室
▽とき　３月 19 日（木）
　　　　午前 10 時～正午
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　体のゆがみ、筋肉のバラン

三省地区交流センター
「ヨガ教室」
　健康づくりのために、ヨガを通し
て心と体をリフレッシュしてみませ
んか。
▽とき　３月１日・８日・15 日の
午後２時～３時
▽ところ　三省地区交流センター

（三世寺字鳴瀬）
▽内容　初心者向けヨガ
▽講師　下山明子さん
▽定員　20 人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　ヨガマット（持っていな
い人には貸し出しします）、タオル、
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教室名 主な活動日程 定 員
 書道教室  毎月第１・３水曜日、午後１時半～３時半 35 人
 クレヨン画教室  毎月第１・３水曜日、午前 10 時～正午 40 人
 日本舞踊教室  毎月第２・４水曜日、午前 10 時～正午 20 人
 茶道教室（表千家）  毎月第１・３木曜日、午前 10 時～正午 15 人
 茶道教室（裏千家）  毎月第２・４木曜日、午前 10 時～正午 15 人
 健康料理教室①  毎月第３金曜日、午前 10 時～午後１時 25 人
 健康料理教室②  毎月第４金曜日、午前 10 時～午後１時 25 人
 健康体操教室  毎月第１・３土曜日、午前 10 時～正午 25 人

 歌謡（カラオケ）教室  毎月第２日曜日の午後３時～５時と毎月
 第４日曜日の午後２時～５時 40 人

 社交ダンス教室  毎月第１・３日曜日、午後１時半～３時半 男性＝15 人
女性＝25 人

　各教室の受講者を募集します。期間はいずれも４月～平成 28 年３月の
１年間です。
▽ところ　生きがいセンター（南袋町）
▽対象　おおむね 65 歳以上の市民
▽受講料　無料（一部の教室は教材費が必要）
▽申し込み方法　はがきに住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・電
話番号・教室名（１人２つまで。健康料理教室は①または②のいずれか１つ）
を記入し、２月 28 日（当日消印有効）までに、生きがいセンター（〒 036・
8272、南袋町１の 20）へ。電話での申し込みはできません。
※受講希望者が定員を超えた場合は、抽選で決定。より多くの市民に参加
してもらうため、同じ教室での受講が連続して３年を超えない人を優先し、
結果は後日通知します。
■問生きがいセンター（☎ 38・0848、月曜日と祝日の翌日は休館日）

生きがいセンターの教室

 

 

　平成 25 年度には、県内で 1 年間に延べ 5 万 4,489 人から献血のご協力
をいただき、ありがとうございました。献血は、青森市・弘前市・八戸市
で開設している献血ルームと、県内の市町村を巡回する献血バス（計 4 台）
で受け付けしています。弘前市の献血ルーム CoCoSA（ココサ、駅前町）は、
献血する人がよりリラックスできるよう、平成 25 年 4 月 30 日にリニュー
アルオープンしました。おしゃれなカフェに来たような、居心地の良い空間
となっていますので、ぜひご利用ください。
　また、県内では現在、A 型・B 型・O 型の血液が不足しています。一人
でも多くの人のご協力をお待ちしています。なお、青森県赤十字血液センター
では、献血した人に対し、7 項目の生化学検査成績および 8 項目の血球計
数検査成績をお知らせしています。
　献血は皆さんの健康管理にも役立ちますので、ご協力をお願いします。
■問健康づくり推進課（弘前市保健センター内、☎ 37・3750）

 教室・講座
 

献血のご協力を

      　　お願いします
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にした漢字・かなの基礎的な練習／
年１回の作品展（好きな言葉や漢詩
などを自由に表現）
▽講師　肥後黄娥さん
▽募集人員　若干名
▽会費　月額 3,800 円（テキスト
代含む）
■問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 火 曜
日は休み）へ。

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。相談は予
約制ですので、希
望する人は事前に
電話で申し込みください。
▽とき　３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
な資金の貸し付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森 017・752・6755）

スポーツ安全保険に
加入しませんか
　スポーツ安全保険は、アマチュア
のスポーツ活動、文化活動、ボラン
ティア活動、地域活動などを行う社
会教育活動（５人以上の団体）を対
象とした保険です。
▽対象となる事故　団体活動中、往
復中の事故など
※自動車事故による傷害保険は適用
されますが、賠償責任保険は適用外
です。
▽補償内容　傷害保険（通院、入院、
後遺障害、死亡）、賠償責任保険、
突然死葬祭費用保険
▽加入受付期間　３月１日～平成

 暮らしのinformation

▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

乗用の小型特殊自動車は軽
自動車税の申告が必要です
　乗用の小型特殊自動車（トラク
ター、薬剤散布車、田植え機、フォー
クリフト、草刈り機など）について
は、公道を走らなくても軽自動車税
の課税対象となります。取得時は忘
れずに申告してください。
▽申告に必要なもの　車名、型式、
車台番号、排気量の分かるもの／販
売証明書または譲渡証明書／印鑑

（認め印可。法人の場合は法人印）
■問市民税課諸税係（☎ 35・1117）
※市で交付している「標識」は、軽
自動車税の申告があった車両を識別
するためのものです。公道を走行で
きるかどうかに
ついては、製造
元や販売店など
にご確認くださ
い。

「無料の健診」受診しましたか
～受診は３月 15 日まで～
　市では、国民健康保険に加入して
いる 40 歳以上 75 歳未満の人を対
象に国保特定健康診査を無料で実施
しています。また、後期高齢者医療
制度に加入している人を対象に後期
高齢者健康診査を無料で実施してい
ます。いずれの健診も本年度は３月
15 日で終了となりますので、まだ
受診していない人は早めに受診しま
しょう。
※健診には約１万円の費用が掛か
りますが、「受診券」を使用するこ

とで無料で受診できます。詳しく
は「平成 26 年度健康と福祉ごよみ」
27 ページ、29 ページをご覧くだ
さい。
■問国保特定健康診査について…国保
年金課国保運営係（☎ 35・1116）
／後期高齢者健康診査について…
国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）

市立小学校臨時講師募集

　平成 27 年度採用予定の市立小学
校臨時講師採用試験を行います。
▽募集職種　常勤の臨時講師
▽受験資格　小学校教員免許を有す
る人、または平成 27 年３月末日ま
でに取得する見込みの人
▽募集人員　若干名
▽試験日　３月 2 日（月）
▽試験場所　中央公民館岩木館（賀
田１丁目）
▽試験内容　面接および作文
▽募集期限　２月 26 日（木）
※受験案内は、学務健康課（岩木庁
舎３階）および市役所学務健康課弘
前分室（市役所１階）で配布してい
ます。
■問 学 務 健 康 課 学 務 係（ ☎ 82・
1643）

文化グループ会員募集

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している「書道
愛好会」では会員を募集しています。
初心者・経験者は問いません。まず
は見学においでください。
▽活動日　毎月第２・４水曜日の午
前 10 時～ 11 時 50 分
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　北門書道会会誌を指導手本

総合行政窓口の休業

　２月 28 日（土）、３月１日（日）
の２日間、住民記録システムの更新、
切り替え作業のため、総合行政窓口

（駅前町、ヒロロ３階）を休業します。
　なお、貸館予約 ･ 受け付けおよび
当日利用の施設管理業務は、ヒロロ
４階市民文化交流館ホール事務室に
て行いますので、ご理解とご協力を
お願いします。
■問 総合行政窓口（☎ 31・0260）
／文化交流館（☎35・0154）

女性司法書士による
女性のための法律相談会
　相続・成年後見・借金問題・家族
間の問題など、法律に関係する悩み
を抱えた女性のために、女性司法書
士が無料で相談に応じます。なお、
事前の予約は不要です。
▽とき　２月 28 日（土）
　　　　午前 10 時～午後４時
▽ところ　アスパム（青森市安方１
丁目）５階
■問青森県司法書士会（☎青森 017・
776・8398）

労 働 相 談 会

　青森県労働委員会では、個々の労
働者と事業主との間に生じた労働条
件などのトラブルを解決するため、
無料の相談会を開催します。
▽とき　３月３日（火）　　
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　アスパム（青森市安方１
丁目）５階
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28 年３月 30 日
▽保険期間　４月１日の午前０時～
平成 28 年３月 31 日の午後 12 時
▽掛け金　１人年額 800 円～ 1 万
1,000 円（年齢、活動内容などに
より異なります）
■問スポーツ安全協会青森県支部（☎
青 森 017・782・6984〈 平 日 の
午前９時～午後５時〉）

笹森町子育て支援センタ―
閉所のおしらせ
　平成 18 年 7 月に開設した笹森
町子育て支援センタ―が、2 月末を
もって閉所し、駅前こどもの広場に
業務を統合することになりました。
　子育て支援センターは、市内４カ
所（駅前こどもの広場・相馬保育所・
みどり保育園・大浦保育園）で開設
していますので、引き続きご利用く
ださい。
■問子育て支援課（40・7038）

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  178,098 人    （－64）
　 男　　  81,495 人　 （－52）
　 女　　  96,603 人    （－12）
・世帯数　 72,902 世帯（＋31）
平成 27年１月１日現在（推計）

有 料 広 告 有 料 広 告

 その他
  

　季節性インフルエンザが、県内で流行しています。市内でも患者が多くなっていますので、次のことを心掛けてく
ださい。

【インフルエンザ予防対策】
①外出時はマスクを着用し、体調が悪いときは、人込みをなるべく避ける／②帰宅したら手洗い・
うがいをする／③せき・くしゃみなどの症状があるときは、マスクを着用する／④過労や睡眠不足
にならないよう、十分な栄養や休養をとる／⑤室内が乾燥しないよう気を付け、適度な湿度を保つ

【インフルエンザにかかったら】
①普通の風邪だと軽く考えず、マスクを着用して早めに医療機関を受診する／②安静にして、休養
をとる。特に、睡眠を十分にとる／③水分を十分に補給する（お茶やスープなど飲みたいもので構
わない）／④せき・くしゃみなどの症状があるときは、周りの人にうつさないよう、マスクを着用
する／⑤人込みや繁華街への外出を控え、無理をして学校や職場などに行かない
■問健康づくり推進課（☎37・3750）

インフルエンザにご注意をインフルエンザにご注意を

 

えがお弘前“ビタミン Hi（ハイ）”市のテレビ番組

　将来の人口減少に対処するため、恋活・婚活を応援するさまざまな取り
組みを紹介します。
○放送日　２月 21 日（土）、午前 11 時半～ 11 時 45 分
○放送局　青森朝日放送（ＡＢＡ）

出会い倍増計画実施中！～人口減少対策の取り組み～
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■編集発行　弘前市経営戦略部広聴広報課　〒 036-8551　弘前市大字上白銀町 1-1　☎ 35・1111　ファクス 35・0080
■ホームページ   http://www.city.hirosaki.aomori.jp/　

■

モバイルサイト   http://www.city.hirosaki.aomori.jp/mobile/

健康の掲示板
■問い合わせ・申込先　弘前市保健センター（野田２丁目）　☎ 37・3750

 

休日在宅当番

▽診療時間　外科・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。

外　科
３／1 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
８ 吉田クリニック（百石町）☎37・6300
15 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
21 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
22 菊池医院（富田町） ☎39・1234
29 さわだ整形外科（大開３）☎87・3311

内　科
３／１ 今村クリニック（松原

西２）
☎88・3090

８ さがらクリニック（桔
梗野１）

☎37・2070

15 千葉胃腸科内科医院（石
渡３）

☎36・7788

22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 佐藤内科小児科取上医

院（取上２）
☎33・1191

耳鼻咽喉科・眼科
３／８ 宮園耳鼻科クリニック

（宮園５）
☎39・1133

22 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

歯　科
３／１ 桔梗野歯科（桔梗野２）☎35・8177
８ 成田歯科クリニック（八

幡町２）
☎34・2977

15 楠美歯科クリニック（中
野２）

☎34・1182

21 あべ歯科医院（青山３）☎37・3737
22 山崎歯科クリニック（宮

川２）
☎36・8811

29 笹村歯科医院（城東中
央４）

☎28・0797

～共通事項～
ヒロロ開催の講座などに参加する場
合、駐車場はヒロロ駐車場（３時間
無料）または、おおまち共同パーク

（２時間無料）をご利用ください。

▽申し込み方法　２月 23 日から、
電話で受け付け

ベビーレッスン

▽とき　３月 15 日（日）、午前の
部＝ 10 時～正午、午後の部＝２時
～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　パパとママの育児体験、赤
ちゃんのお風呂実演、マタニティ相
談など
▽対象　市内に在住の、開催日現在
妊娠 16 週～ 31 週（５か月～８か
月）の人とその家族＝各５組（先着
順）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
▽申し込み方法　３月２日～ 11 日
に、電話で受け付け

ヒロロ健康サークル
～みんなで体を動かそう！～

　日ごろ運動しない人でも、無理な
く参加できるサークルです。
▽とき　３月３日～ 24 日の毎週火
曜日、午前10時半～11時50分（受
け付けは午前 10 時から）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ひろさき健幸増進リーダー
による体操
▽対象　毎週継続して参加できる
40 歳以上の市民＝ 25 人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動できる服装、室内用
シューズ、汗ふきタオル、飲み物
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・サー
クル名（ヒロロ健康サークル）を記
入し、２月 23 日（必着）までに健
康づくり推進課（〒 036・8711、
野田２丁目７の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定。

子ども予防接種週間

　３月１日～７日は子ども予防接種
週間です。
　これにちなみ、通常の診療時間内
に予防接種が受けにくい人に対し、
３月１日（日）に、定期の予防接種
を医療機関で実施します。特に、麻
しん風しん混合ワクチンの２期（平
成 27 年４月小学校就学予定の子）
の予防接種をまだ済ませていない人
は、この機会に接種しましょう。
　なお、接種する際は実施医療機関
への予約が必要です。
▽実施医療機関などの問い合わせ
先　弘前市医師会事務局（☎ 32・
2371）

健康相談・禁煙相談

　「生活習慣病の予防について」「健
診結果を詳しく知りたい」「健診受
診後の生活について」「禁煙したい」
などについて、保健師や栄養士が無
料で相談に応じています。相談は予
約が必要ですので、希望する人は事
前に電話で申し込んでください。
▽３月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康エリア）＝
１日・20 日の午前 10 時～午後３
時
〇弘前市保健センター会場＝ 16 日
の午前９時～午後３時
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）

弘前市民健康推進協議会
男性料理教室

▽とき　３月 13 日（金）
　　　　午前 10 時～午後 1 時
▽ところ　弘前市保健センター
▽内容　簡単きのこパエリア、りん
ご入りサラダ、レンコン炒め、たた
ききゅうりぱぱっと漬けの調理
▽対象　市内に在住の男性＝ 20 人
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン､ はし､ 三角きん

Health　Information


