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ｅ－ＴａＴａｘを始めようを始めよう !ｅ－Ｔａｘを始めよう !

利用開始 !

電子証明書とＩＣカードリーダライタ
の取得（各種手数料や購入費負担あり）

パソコンの準備 ソフトのインストール

持参や送付をしなくてもインターネットから
提出できます

開始届出書の提出
初期登録作業

※開始届出書をオンラインで提出した場
合、利用者識別番号などがオンラインで
即時に発行されます。

で作成コーナー
国税庁ホームページ　www.nta.go.jp

利用者識別番号などを発行します

申告が
 始まります

所得税・個人
市県民税

～国税庁ホームページ～国税庁ホームページから～から～～国税庁ホームページから～

登録しよう

準備しよう

税の申告を忘れずに

　平成 24年度（平成 23年分）の所得税・個人市民
税県民税の申告が始まります。
　申告の日程などについては、本紙と同時配布の「平
成24年度市民税県民税申告のお知らせ」をご覧くだ
さい（申告書は同お知らせの最終ページにあります）。
　また、今年から全会場での受付終了時間が、午後４
時までとなりますのでご注意ください。
▽問い合わせ先　市民税課（市役所２階、☎ 40・
7025、40・7026）

弘前税務署からのお知らせ

【所得税・消費税確定申告書作成会場の開設】
　弘前税務署では、次の日程で確定申告書作成会場を

開設します。
▽と　き　２月１日～３月15日（土・日曜日を除く）
　　　　　午前９時～午後４時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）１階多目的ホール
※上記案内図参照。
　ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。市
立観光館駐車場を利用しても、無料駐車券の発行はし
ませんので、ご了承ください。なお、弘前税務署内に、
相談・作成会場は設置していません。
【インターネットで確定申告】
　弘前税務署では、自宅や事業所からインターネット
を利用して申告・申請などができる「ｅ－Ｔａｘ（国
税電子申告・納税システム）」のご利用を勧めています。
【ｅ－Ｔａｘを利用して所得税の確定申告をした場合】
○ホームページから簡単申告
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
から直接送信することにより申告ができます。
○最高4,000円の税額控除
　平成 19年分～ 22年分において、この控除を受け
た人は、適用することができません。
○添付書類の提出が不要
　医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票などは、そ
の書類の提出または提示を省略することができます
（記載内容を入力して送信および書類の保管が必要で
す）。
○早期還付
　ｅ－Ｔａｘで申告された還付申告は早期処理してい
ます（３週間程度に短縮）。
【ｅ－Ｔａｘで申告する際に必要なもの】
①ＩＣカードリーダライタ
②住基カード（電子証明書付き）
　詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.
e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。
▽問い合わせ先　弘前税務署個人課税第一部門（本町、
☎32・0331）
※自動音声により案内します。案内に従って番号を選
択してください。

※今回から毎月15日号は、「お知らせ版」として白黒印刷の広報誌となります。

検　索
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　市では本年度から、個人市民税の１％相当額を財源
に、市民自らが地域を考え企画・実践する活動に必要
な経費を助成する、「市民参加型まちづくり１％シス
テム」を実施しています。
　この制度は、地域の実情に身近な市民の皆さんが実
践する、地域の課題解決や活性化につながる活動を支
援することにより、「市民力」による魅力あるまちづ
くりを推進するものです。
　本年度は、１次から３次までの事業募集を行い、最
終的に、23事業が交付決定されました（３ページ表
参照）。
　今回、来年度に実施する事業を募集しますので、皆
さんのアイデアや経験を生かした事業の提案をお待ち
しています。
▽募集期間（１次募集）　１月30日～２月 29日
▽事業実施期間　４月１日～平成25年３月 31日
※この制度に関する予算については、３月に行われる
第１回定例市議会で審議されます。予算案の可決を
もって、制度を実施します。
▽申請方法　所定の書類を、市民との協働推進室（元
寺町、市民参画センター内）へ直接持参を。募集の条
件などの詳細や申請書類は、同室で配布するほか、市
のホームページに掲載しています。

平成24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　５月 21日～６月 20日（事業実施
期間８月１日～平成25年３月 31日）
▽３次募集期間　８月 20日～９月 19日（事業実施
期間11月１日～平成25年３月 31日）
▽問い合わせ・提出先  市民との協働推進室（元寺町、
市民参画センター内、☎31・2500）
※制度に関することや申請書類の作成などの相談は随
時受け付けていますので、気軽に問い合わせを。

分 野 団体名 事業名 事業内容 交付決定額（円）

福 

祉

１. 権利擁護あおい森ねっと 弘前市市民後見人養成研修
市内でも成年後見人の需要が増え、成年後見人の養成が社会の急務となっ
ている中、市民の成年後見制度の理解を深め、制度利用が進むように、「弘
前市市民後見人制度養成研修」を実施する

410,000

２. 権利擁護あおい森ねっと
弘前市民のための専門職によ
る権利擁護ネットワーク事業

市民後見人などを支えるための専門職（医師・弁護士・司法書士など）の
ネットワーク会議、市民を対象とした専門職による総合相談会や講演会を
開催し、高齢者や障がい者などの権利擁護の推進を図る

500,000

３. ５
ごーびっとういーん
-Between

弘前アダプテッド・スポーツ
フェスティバル

アダプテッド・スポーツフェスティバルを開催し、障がい者の社会参加
を図るとともに、健常者と一緒にスポーツを楽しみ交流を深めることで、
障がい者に対する市民の理解を深める

209,000

地
域
課
題
解
決

４. 十面沢町会 開保地堰Ｕ字溝設置事業
町会で、農業用・防火用・融雪用に利用している堰（せき）は、融雪時や
豪雨の際に水が溢れたり決壊したりする恐れがあるため、Ｕ字溝を購入し、
地域住民で改修工事を行うことにより、地域の生活環境の向上を図る

472,000

５. 国吉町会 山岸堰改良事業
町会で、農業用・防火用・融雪用に利用している堰（せき）は、融雪時や
豪雨の際に水が溢れたり決壊したりする恐れがあるため、Ｕ字溝を購入し、
地域住民で改修工事を行うことにより、地域の生活環境の向上を図る

493,000

６. 三和町会 農道維持管理事業
地域住民により農道の補修・除雪作業を実施することで、農作業を行う環
境を整備し、地域の連携と活性化につなげる

486,000
　

 

地
域
防
犯
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青
少
年
健
全
育
成

７. 城西学区子ども安全サ
　  ポート推進事業部

城西学区安全で安心なまちづ
くり推進事業

犯罪や事故のない、安全で安心して生活できる地域の環境づくりを目指し、
住民参加による防犯パトロールを実施し、地域住民の防犯意識の向上を図る

143,000

８. 北地区コミュニティ会議
安全・安心のまち（安全な町
づくり推進事業）

北地区９町会から協力を得た「安全な町づくり推進委員会」を設置し、子
ども110番の家マップづくりや登下校通学路調査、声掛け支援などを実施
して、住民参加型の安心安全なまちづくりを推進する

240,000

９. 自主防犯パトロール隊
　  アップル☆キッズ

藤代地区の子供たちを見守り
隊事業

非行防止や防犯をテーマにした紙芝居や絵本の読み聞かせ、あいさつ運動
などを通して、地域ぐるみの防犯活動に取り組む

188,000

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

よ
る
地
域
活
性
化　
　

10. 葛原町会
「かかしコンテスト」による葛
原地域活性化事業

子どもからお年寄りまで住民が積極的に参加し実施した「かかしコンテス
ト」を復活させ、地域住民の世代間交流と地域の活性化を図る

126,000

11. 松木平夏まつり実行
　   委員会

松木平夏まつり
地域住民の顔が見える、世代を超えた交流を復活させ、安全・安心な暮ら
しの一助となることを目的に、夏まつりを実施する

135,000

12. 三省地区活性化協議会
三省SUN太陽（サン）フェ
スティバル事業

家族の関係や青少年の非行などをテーマとした人形芝居や大声大会を開催
し、親子のきずなや地域の連帯感を高め、安心安全な地域づくりを進める

98,000

13. 中野町会 中野町会「餅つき大会」
町会会員の親睦（しんぼく）を図るとともに、家族の触れ合いの場を提供
するため、餅つき大会を開催する

37,000

文
化
・
芸
術
的
活
動
、
伝
統
芸
能
に
よ
る
地
域
活
性
化

14. C
く ら っ ぷ
LAP C

くらっ ぷ
LAP　Y

ゆ あ
OUR　H

は ん ず
ANDS

カルチュアロード開催時に、市内・近郊で活動するダンスサークルの発表会を
開催し、ダンス活動の普及とカルチュアロードに関心の薄い層の集客を図る

255,000

15. h
は ら っ ぱ
arappa

コミュニティシネマ事業
「harappa映画館」

中心市街地を会場とし、ミニシアターやドキュメンタリー映画を上映するほか、
映画教育の一環として監督や俳優などによるティーチイン（トーク）を実施し、
映像芸術・映画文化の普及と中心市街地の活性化を図る

500,000

16. h
は ら っ ぱ
arappa

若手アーティスト支援事業
「A
あ ー と い っ ぽ
RTippo」

市内・近郊の若手作家に発表の場やワークショップによる交流の場を創出
する。また、国内外で活躍するアーティストを招き、新しいアートに触れ
る場を提供する

360,000

17. 岩木遠足実行委員会
地域の文化資源を生かした生
活の再発見プロジェクト
「岩木遠足2011」

吉井酒造煉瓦（れんが）倉庫を中心に、生活や音楽をめぐる公演やワークシ
ョップ、ライブなどで構成されるイベントを開催し、地域の新しい価値を発
見するとともに、出会いとにぎわいが生まれる場を創出する

500,000

18. F
ふぁんきー
UNKY　S

す た じ あ む
TADIUM

パフォーマンスアートふれあ
い事業2011～世界のパフォー
マンスアートを楽しむ３日間～

演劇・ダンスなどの舞台芸術、音楽、大道芸など、自分自身の身体を使って
表現を行うパフォーマンスアートを用いて、若者や親子が気軽に参加できる
ワークショップを開催し、新たな人のつながりや家族のきずなを深める。また、
レッスン終了後に、講師陣との意見交換や演舞の鑑賞などを行い、パフォー
マンスアートという文化への関心を高める　

500,000

19. 津軽横笛ギネス実行
委員会

次世代ねぷた笛伝承プロジェ
クト

塩ビ管で制作したねぷた横笛を市内小学校へ寄贈し指導を行うことで、津軽の郷
土芸能であるねぷた囃子を次世代へ伝承する。また、笛をツールとしたまちづく
りを考えるワークショップを開催し、郷土芸能を通じた地域活性化を図る

348,000

そ
の
他

国
際
交
流
20. 弘前日本語クラブ

日本語学習サポート事業にか
かわる各種イベント事業

市内・近郊に在住する外国人の日本語学習の一環として、日本文化の体験・
学習、各国文化の紹介を通して、より一層の日本語理解と文化交流を図る

119,000

公
共
交
通
21. H

ほ っ と
・O・T　M

まねーじゃーず
anagers

～学生の力でバス・電車を使い
やすく！～人とまちを繋ぐ情報誌
「ほっと」発行プロジェクト

大学生をはじめ、車を使えない住民にとって、公共交通をより使いやすく、
より身近なものにするため、路線バス・電車の利用法や地域情報を盛り込
んだ情報誌を発行し、公共交通機関の利用促進を図る

459,000

地
域
資
源
活
用

22. 五能線活性化倶楽部

産業遺産的価値の高い蒸気機関
車公開開始及び青森県最古の駅
舎・弘南鉄道新里駅リニューア
ルオープンセレモニー事業

鰺ヶ沢町から移設した蒸気機関車の公開と新里駅舎のリニューアルを記念
するセレモニーを、東北新幹線新青森駅開通１周年記念の日に、地域住民
などと一体となって実施することで、弘前市の新たな観光資源を全国にア
ピールし、さらなる観光誘客を図る

330,000

食
育
・
農
産
物
Ｐ
Ｒ

23. ベジスタ inひろさき
  実行委員会

ベジスタ inひろさき

弘前産農産物のすばらしさを地域の人に知ってもらうために、「ベジスタ」
（※）と連携し、親子で参加できる食育イベントを開催するとともに、弘前
産農産物の全国へのＰＲの場を創出する　
※「ベジスタ」…全国規模で展開される移動型クッキングスタジオのプロジェク
ト名。地域食材をデジタルブックによる農産物クイズなどと連動させることで、
参加者親子のきずなを深め、食育と地産地消の概念普及を目的とする。

500,000

合　計　　 7,408,000

平成23年度採択事業の成果発表会を開催！

　市では、本年度採択された事業の活動内容や成果を
広く市民に紹介するため、公開による事業成果発表会
を開催します。
　この制度の活用を考えている団体や、他団体の活動
状況を知りたい人などは、ぜひご参加ください。
▽とき　１月28日（土）、午後１時～
▽ところ　市民参画センター（元寺町）３階グループ
活動室
▽内容　事業内容や実施による効果などについての発
表（10団体程度を予定）
※事前の申し込み
は不要です。当日、
車でおいでの際は、
市民参画センター
向かい「市民中央
広場」に臨時駐車
場を用意していま
すので、ご利用く
ださい。

平成23年度　市民参加型まちづくり１％システム　交付決定事業一覧

『市民参加型まちづくり１％システム』
平成24年度に実施する事業の募集開始！

21. ～学生の力でバス・電車を使いやすく！～人とまちを繋
ぐ情報誌「ほっと」発行プロジェクト／H・O・T　Managers

22. 産業遺産的価値の高い蒸気機関車公開開始及び青森県最古の駅舎・弘南
鉄道新里駅リニューアルオープンセレモニー事業／五能線活性化倶楽部

10 .「かかしコンテスト」による葛原地域活性化事業／葛原町会 １. 弘前市市民後見人養成研修／権利擁護あおい森ねっと
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●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

裾野）体育館
▽講師　鈴木恵子さん（津軽ダアマ
ヨーガ道会）
▽対象　市民
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　ヨガマットまたはバスタ
オル、昼食
■問２月 22日までに、岩木山総合公
園（☎83・2311）へ。

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　１月21日（土）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽内容　「読者をひきつけるための
記事の書き方」をテーマに、取材か
ら記事が作られるまでや、記事の書
き方についてお話しします。
▽講師　成田幸男さん（陸奥新報社
編集局長）
▽参加料　無料（事前の申し込みが
必要）
■問ボランティア支援センター（市
民参画センター内、☎ 38・5595、
■Ｆ 36・1822）

四ツ屋窯展

　りんご公園では、山本有生さんの
協力で、うわ薬にりんごの木の灰を
用い、木炭にりんごの木を使う、り
んごにこだわった陶器作品を展示し
ています。また、開催期間中の土・
日曜日、祝日は陶器のおひなさまの
制作体験ができます。
▽とき　１月６日～２月６日、午前
９時～午後５時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）「りんごの家」
■問りんご公園（☎36・7439）

認知症の人を抱える
家族の「つどい」
▽とき　１月22日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料（事前の申し込みは
不要。当日直接会場へ）
■問午後６時過ぎに、認知症の人と家
族の会（世話人・中畑さん、☎兼■Ｆ
44・4959）へ。

東日本大震災パネル展示

　国土交通省では東日本大震災発生
直後から、復旧、被災地支援などに
取り組んできました。復旧、復興は
今なお続いていますが、地域の防災
力向上と被災地への思いを風化させ
ないようにするため、東日本大震災
に関するパネル展を開催します。
▽とき　１月24日～２月６日
▽ところ　弘前市役所２階ロビー
■問青森河川国道事務所調査第二課
（☎青森017・734・4570）

河川生態学術研究会発表会

【岩木川・十三湖の生態系の保全へ
向けて～５ヶ年の調査・研究からみ

えてきたもの～】
　岩木川と下流の汽水湖十三湖の豊
かな自然と生態系について５年間の
調査・研究の発表と、今後どのよう
に保全するかについて議論します。
▽とき　１月29日（日）
　　　　午後１時半～５時45分
▽ところ　青森県労働福祉会館（青
森市本町３丁目）
■問青森河川国道事務所調査第一課
（☎青森017・734・4560）

ふれあい高齢者
ニュースポーツ研修会
　高齢者向けのニュースポーツで、
健康の増進を図ってみませんか。
▽とき　２月１日～14日
※種目によって開催日と時間が異な
ります。詳しくは問い合わせを。
▽ところ　すぱーく弘前（石渡１丁
目）
▽種目　①ゲートボール、②グラウ
ンドゴルフ、③ペタンク、④マレット
ゴルフ、⑤ターゲットバードゴルフ
▽対象　各種目とも、おおむね 60
歳以上の市民
▽定員　①＝ 40人／②＝１・２班
各 50 人／③＝ 60 人／④＝ 40 人
／⑤＝ 40人
▽参加料　無料
■問１月 24日までに、すぱーく弘前
（☎38・3250）へ。
※会場の都合上、申し込み多数の場
合は締切日前でも受け付けを終了し
ます。

冬の屋外レクに
参加しませんか
　学校へ行きたくてもなかなか行け
ずに、困難を感じている子どもたち
と一緒に、屋外でのふれあい体験活
動を通して、再登校の支援を行いま
す。
▽とき　２月２日（木）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　雪上レク、雪だるまづくり
など
▽対象　不登校、またはその傾向に

ある児童・生徒（小学校５年生～中学
校３年生）、学校適応指導教室通級生
※保護者も参加できます（要連絡）。
▽定員　20人程度
▽参加料　無料
▽持ち物　冬の屋外活動に適した服
装、汗ふきタオル
■問１月 26 日までに、学校適応指
導教室（総合学習センター内、☎
26・4805）へ。
※不登校に関する相談も受け付けて
います。気軽にご連絡ください。

青森県明るい選挙啓発ポス
ターコンクール入賞作品展
  平成 23年度青森県明るい選挙啓
発ポスターコンクールの入賞作品を
展示します。ぜひご観覧ください。
▽とき　２月３日～５日、午前 10
時～午後７時（５日は午後３時まで）
▽ところ　さくら野百貨店弘前店
（城東北３丁目）
■問選挙管理委員会事務局（☎ 35・
1129）

2012岩木山南麓
豪雪まつり
　岩木山のふもと、常盤野・百沢地
区で、さまざまな催しなどが楽しめ
る「岩木山南麓豪雪まつり」が開催
されます。
　ゆっくり温泉に入って、ジビエ料
理を味わってみませんか。
▽とき　２月４日・11日・12日、
昼の部＝午前 10時～午後３時、夜
の部＝午後６時～８時
※４日～ 12日の夜は、各施設で灯
ろうの明かりをともします。
▽ところ　岩木スカイライン、嶽温
泉郷、青少年スポーツセンター、岩
木山総合公園、百沢温泉郷、岩木山
観光協会
※駐車場は各施設にあります。
▽内容　雪のオブジェ、大型雪の滑
り台、かまくらライブ、雪上アスレ
チックなど
▽入場料　一部有料（詳しくは問い
合わせを）
■問岩木山観光協会（☎83・3000）
※日曜日は休みです。

 教室・講座

外国人留学生から直接聞
ける「世界のおはなし」
　カナダ、アメリカ、中国、フラン
ス…。一体どんな人たちが住む国な
んだろう…？弘前大学で日本語を学
んでいる外国人留学生の皆さんが、
日本語で自分の国を紹介します。ま
た、会場内を自由に移動して、いろ
いろな国のお話を聞いたり、日本語
で質問したりすることもできます。
▽とき　２月４日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽内容　留学生による出身国の紹
介、留学生とのお話（どちらも日本
語）
▽対象　各国の留学生と話してみた
い人、世界の国々に興味のある人
▽参加料　無料（当日参加も可能で
すが、できるだけ事前に申し込みを）
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休館）
※弘前大学国際交流センターと中央
公民館が協力して実施する国際交流
事業です。

ヨーガ研修会

▽とき　2月 25日（土）
　　　　午前10時半～午後3時半
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字

　「走れ！さわやか津軽の大地」をスローガンに、ス
キーマラソンと歩くスキーの大会が行われます。種目は
32km～５km、リレーカーニバルの６種目19クラス。
みんなで北の大地を駆け抜けよう！
▽と　き　３月10日（土）・11日（日）
▽ところ　スタート・ゴール＝岩木青少年スポーツセン
ター（常盤野字湯段萢）特設会場
▽参加料
〇スキーマラソン…高校・一般＝ 3,000 円／小・中学
生＝2,000円
〇歩くスキー…一律2,000円
〇リレーカーニバル（１チームにつき）…一律3,000円

▽申し込み方法　所定の申込書に必要事項を記入し、参
加料を添えて郵便局で申し込んでください。
※申込書は事務局のほか、市役所、各出張所、各体育施
設に配置。
▽締め切り　１月31日（火）必着
■問岩木山スキーマラソン大会事務局（岩木庁舎、保健体
育課内、☎ 82・5702、■Ｆ 82・2313)

3／10・11
開催 !!

第 26回岩木山スキーマラソン大会ファイナル第26回岩木山スキーマラソン大会ファイナル第26回岩木山スキーマラソン大会ファイナル

市立博物館企画展４

「人を象る」
併設津軽の歴史展

  肖像画や自画像など、人物を
主題にした作品は古くから数多
く描かれてきました。私たちに
とって「人」とは最も身近な対
象の一つです。
　本企画展では、日本画・洋画・
彫刻・民芸など、さまざまなジャ
ンルで表現されてきた「人」を
展示します。
▽開催期間　１月 28日～３月
25日、午前９時半～午後４時
半
▽観覧料　一般＝280円（210
円）／高校・大学生＝ 140 円
（100 円）／小・中学生＝ 80
円（40円）
※（　）内は 20人以上の団体
料金。また、65歳以上の市民、
市内の小・中学生や障がい者、
外国人留学生は無料。年齢や住
所を証明できるものを提示して
ください。
▽休館日　毎週月曜日
■問市立博物館（下白銀町、☎
35・0700）



 暮らしのinformation

6 ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１２.１.１５ 7

●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

環境整備センターの教室

【布ぞうり作り教室】
▽とき　１月21日（土）
　　　　午前９時半～午後３時　　
▽講師　石田美津子さん
▽定員　15人
※小学生までは保護者同伴。
▽持ち物　使い古しのタオル２枚、
使い古しの手ぬぐい１枚、昼食、作
業しやすく汚れてもいい服装
▽申し込み　１月 17日から、弘前
地区環境整備センタープラザ棟へ。
【ヤゴの標本作り教室】
　完全な形での保存が難しいヤゴの
抜け殻を、樹脂を使用して標本にし
ます。
▽とき　２月５日・12日
　　　　午前９時半～11時
▽定員　小学生以上＝30人
※定員を超えた場合は電話で連絡し
ます。
▽持ち物　筆記用具、手ふき
▽申し込み方法　はがきに、住所・
氏名・電話番号・「ヤゴ標本作り
に参加」と記入し、１月 23 日（必
着）までに、村田孝嗣さん（〒036・
8323、浜の町東５丁目３の19）へ。
～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388、受付時間は午

前９時～午後４時、月曜日は休館）

第10回鳴海病院健康講座

▽とき　１月28日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前商工会議所（上鞘師
町）２階大ホール
▽内容　講演「特定保健指導の現状」
…講師・大島陽子さん（鳴海病院健
康管理センター保健師）／講演「サ
クセスフル・エイジング～錆びな
い・老けない体のつくり方～」…講
師・小倉悠さん（同）／講演「健康
と肥満～メタボとロコモがやってく
る～」…講師・野田浩さん（鳴海病
院血管内治療部長）
▽対象　市民
▽参加料　無料
■問あおもりＰＥＴ画像診断センター
（品川町、☎32・5210）

三省地区交流センター
「ヨガ教室」
　自分自身の健康づくりのために始
めてみませんか。
▽とき　１月 29 日、２月５日・
12日（計３回）、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、
動きやすい服装
■問１月 19日から、三省地区交流セ
ンター（☎ 95・3760、月曜日は
休館）へ。

ユニカール教室

▽とき　２月２日～３月 22日の毎
週木曜日、午後６時半～８時半
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽内容　じゅうたんの上で行うカー
リング、ストーンの持ち方、基本投
球、ゲーム戦略法など
▽対象　小学校４年生以上の市民＝
15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、室内専
用シューズ、汗ふきタオル
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎ 82・
5700）

ラケットテニス体験教室

▽とき　２月３日～３月２日の毎週
金曜日、午後１時半～３時半

▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　ラケットテニスの基本、ス
トロークからゲームまで
▽対象　市民＝10人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　シューズ、タオルなど（ラ
ケットは貸し出しします）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、１月 25 日（必着）
までに運動公園（〒 036・8101、
豊田２丁目３）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問運動公園野球場事務室（☎ 27・
6411）

第23回市民ボウリング
教室
▽とき　２月５日・11 日、午前
10時～正午（午前９時半集合）
▽ところ　Vボウルカフェ弘前（高
崎２丁目）
▽対象　初・中級の市民
▽参加料　1,500円
▽申込先　２月２日までに参加料
を添えて、アサヒボウル（☎ 35・
0363）かＶボウルカフェ弘前（☎
27・4145）のフロントへ。
■問各ボウリング場か弘前市ボウリン
グ協会事務局（対馬さん、☎ 33・
2423）へ。

プールで楽しく運動教室

▽とき　２月７日～３月 13日の毎
週火曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水中でのストレッチ・体操・
ウオーキング、簡単な筋力トレーニ
ングなど
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、１月 30 日（必着）
までに河西体育センター（〒036・
8316、石渡１丁目19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します。

■問河西体育センター（☎38・3200）

水泳教室（クロール）

▽とき　２月７日～ 23 日の毎週
火・木曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　クロールの呼吸練習
▽対象　市民＝15人　
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、１月 30 日（必着）
までに温水プール石川（〒 036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問温水プール石川（☎49・7081）

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。
【インターネット・メール入門講座】
▽とき　２月８日～ 10 日の午前
10時～午後３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　インターネット・メールの
利用方法など
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　１月 23日、午前
８時半～
※定員になり次第締め切り。電話で
の申し込みも受け付けます。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

ノルディックウオーキング
体験教室
　ノルディックウオーキングは、２

本のポール（ストック）を使い、体
のバランスを整えながら歩くことに
より、通常のウオーキングに比べて
ひざや腰への負担が軽減されます。
▽とき　２月８日～ 29日の毎週水
曜日、午前10時～ 11時半
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽内容　ウオーミングアップ、ポー
ルを使ったウオーキング、クーリン
グダウンストレッチ
▽対象　市民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　薄手の手袋、飲み物、
フェースタオル、履き慣れた靴（長
靴、スパイク付きは不可）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名・身長・貸し出しポールの必要・
不要を記入し、１月 28 日（必着）
までに、笹森記念体育館（〒036・
8356、下白銀町２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します。
■問笹森記念体育館（☎37・5508）

バレンタインデー向け
お菓子＆料理教室
▽とき　２月 10 日・17 日（２回
１コース）の午後７時～９時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽内容　初心者対象のバレンタイン
デー向けのお菓子作りと料理　　
○ 10日＝チョコクリームのロール
ケーキ（持ち帰り可）
○ 17日＝カレー風味のライスグラ
タン、ロールキャベツ、シーザーサ
ラダ
▽対象　市内に勤務か居住の働く青
少年（おおむね35歳まで）
※両日とも参加できる人
▽定員　15人（先着順）
▽参加料　2,000 円（２回分の材
料代として）
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん、筆記用具
▽申込先　１月 29日までに参加料
を添えて、勤労青少年ホーム（☎
34・4361）へ。
※材料の準備の都合上、締め切り以
降のキャンセルは参加料を返却でき
ません。

学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム６大学合同公開講座
　市内６大学が知識を集結し、学都
弘前の特徴・課題を踏まえて、弘前の
暮らしを考える公開講座を開催しま
す。１講座のみの受講も可能ですの
で、この機会に参加してみませんか。
▽日程と内容　右表のとおり
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）中会議室
※２月４日のみ大会議室
▽対象　高校生以上の市民
※事前の申し込みが必要です。
▽定員　100人（先着順）
※２月４日のみ400人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　各講座の１週間前

午後１時～２時半 午後２時 40分～４時 10分

1/21（土）「人々の暮らしと学びの営み」…講師・佐藤三三さん（弘前大学教育学部教授）
「放送大学とは？」…講師・雨森道紘
さん（放送大学青森学習センター所長）

1/28（土）「子育てをして気づくこと」…講師・島内智秋さん（東北女子短期大学教授）

「消化を助ける、青森県産食品とその家
庭での利用」…講師・土谷庸さん（東北
女子大学准教授）、今村麻里子さん（同
講師）、前田朝美さん（同講師）

2/4（土）

「災害と共に生きる～津波てんでんこ
の教訓～」…講師・矢嶋和江さん（弘
前医療福祉大学保健学部看護学科学科
長・教授）

「医療・看護・福祉と方言―津軽弁を
中心として―」…講師・今村かほるさ
ん（弘前学院大学准教授）

（１月 21 日分は１月 19 日）まで
に、ファクスまたはEメール（住所・
氏名・電話番号・希望の受講講座な
どを記入）で申し込んでください。
■問平日の午前８時半～午後５時に、

学園都市ひろさき高等教育機関コン
ソーシアム事務局（弘前大学社会連
携課、☎39・3904、■Ｆ 39・3919、
■Ｅ jm3904@cc.hirosaki-u.
ac.jp）へ。
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カラス追い払い用 LED
懐中電灯を貸し出しします
　市では、カラス追い払い用に使
用している LED懐中電灯を貸し
出しします。カラス被害で困って
いる人はぜひご活用ください。
▽対象　市内にある住居・事務所
などの所有者等
▽条件　カラス追い払いに関する
情報提供（回数、効果等）
▽貸出件数　30個
▽受け付け　１月 23日から、環
境保全課窓口で（電話などでの事
前受け付けはしません）
▽貸出期間　３月31日まで
▽その他　乾電池は各自で用意を
（単１×４本使用します）

カラスふんの清掃用具を
提供します
  街なかカラス対策用に無償提供
している清掃用具（デッキブラシ）
にまだ在庫があります。カラスの
ふん害で困っている人はぜひご活
用ください。
▽対象　市内にある住居・事務所
などの所有者等
▽条件　カラスふん害に関する情
報提供（清掃回数等）

カラス対策にご協力を
■問環境保全課環境保全係（市役所
２階、窓口255、☎ 40・7035）

U-50 ゴニンカン初心者
講座
　50歳以下の人を対象に、津軽地
方で広く親しまれている「ゴニンカ
ン」の講座を開催します。
▽とき　２月19日（日）
　　　　午後１時半～４時半
▽ところ　中央公民館（下白銀町）
和室
▽内容　「ゴニンカン」のルール説
明と実技
▽対象　18 歳～ 50 歳のゴニンカ
ン未体験の市民＝20人程度
▽参加料　無料
▽持ち物　お菓子（300円程度）
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休館）

楽しく運動教室

▽とき　２月 16日～３月８日の毎
週木曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽内容　ストレッチ、体操、軽い運
動、歩き方など
▽対象　市民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、フェースタオル、
運動のできる服装、長靴（スパイク
付きは不可）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、１月 31 日（必着）
までに克雪トレーニングセンター
（〒036・8101、豊田２丁目３）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

聞いてみよう 世界の暮らし

　詳しく知る機会の少ない中国とモ
ンゴル。それぞれの国の毎日の暮ら
しをのぞいてみませんか。

　外国人講師が写真などを紹介しな
がら、日本語でお話しします。
▽とき　２月 17 日・22 日、午後
７時～９時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽内容　17日＝「中国の毎日」…
講師・ナリケス・ヌリダンベックさ
ん（弘前大学留学生）／22日＝「モ
ンゴルの毎日」…講師・ラオグドル
ジ・ツァガンサナーさん（同）
▽定員　各50人（先着順）
▽受講料　無料
■問電話またはＥメール（氏名・電話
番号を記入）で、中央公民館（☎
33・6561、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休館）へ。

市有地の売払い

　市有地を先着順で売払いします。
希望する人は管財課で配布、または
市ホームページに掲載している募集
案内を参照の上、申し込んでくださ
い。
▽売払地
①独狐字松ケ沢 20番 13／価格＝
562万 2,000 円
②桔梗野１丁目 19番 11／価格＝
1,432 万 4,000 円（継続して受け
付け中）
▽受け付け開始　①については、１
月24日、午前９時～
■問管財課財産係（市役所２階、窓口
203、☎ 35・1120）

創業・起業支援制度
合同説明・相談会
　「創業・起業したいが、どのよう
な支援制度があるのか」といった意
見に応えるため、関係機関が一堂に
集まり、合同説明・相談会を開催し
ます。創業・起業について興味や関
心のある人や検討している人、創業・
起業して間もない人など、気軽にご
参加ください。
▽とき　１月24日（火）
▽ところ　市民会館（下白銀町）中
会議室、小会議室１・２
▽内容　個別相談会…午後２時半～
４時半、午後６時～７時／支援制度

 その他

説明会…午後４時半～５時40分
▽参加機関　21あおもり産業総合
支援センター、弘前商工会議所、県
商工会連合会、県中小企業団体中央
会、日本政策金融公庫、青森労働局、
ＮＰＯ推進青森会議、弘前市、県立
図書館、県経営支援課
▽参加料　無料
▽申し込み方法　１月 20 日まで
に、県ホームページに掲載している
申込用紙に必要事項を記入し、ファ
クスかＥメールで申し込んでくださ
い。
■問青森県商工労働部経営支援課
ベンチャー・コミュニティ支
援グループ（☎青森 017・734・
9374、ファクス 017・734・8107、
■Ｅ keiei@pref.aomori.lg.jp、
■Ｈ http://www.pref.aomori.
lg.jp/soshiki/shoko/keiei/
shienseidosetsumeikai.html）

シンフォニー「成年後見
制度を考える会」相談室
　成年後見・離婚・親権・相続・遺
言・借金返済・自己破産・特定調停
など、成年後見に関わる法律・社会
生活上の諸問題について、相談員が
無料で相談に応じますので、皆さん
気軽にご利用ください。秘密は厳守
します。
▽とき　２月５日（日）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）第1会議室
▽相談員　小宅大典さん（シンフォ
ニー理事長）
■問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（目賀田さん、☎ 37・
0345）

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相談
センターが、毎月第１水曜日に当市
で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んでくださ
い。
▽とき　２月１日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（土手
町分庁舎内）
■問消費者信用生活協同組合青森相

談センター（☎青森 017・752・
6755）

相続登記に関する無料相談

　毎年２月は「相続登記はお済みで
すか月間」です。これにちなみ青森
県司法書士会では、相続登記に関す
る無料相談会を実施します。
▽とき　２月１日～ 29日（土・日
曜日、祝日を除く）
▽ところ　県内の各司法書士事務所
※事前に各司法書士事務所に予約を
してください。
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

平成24年度県立弘前高等
技術専門校学生募集
▽募集する科と定員　造園科＝ 15
人／配管科＝20人
▽訓練期間　４月～平成 25年３月
（１年間）
▽応募資格　職業に必要な技能と知
識を習得したい人
▽応募方法　２月 16日までに、雇
用保険加入（受給）および訓練手当
受給見込みの人は弘前公共職業安定
所（南富田町）へ、それ以外の人は
弘前公共職業安定所に相談の上、県
立弘前高等技術専門校（緑ヶ丘１丁
目）へ願書の提出を。
▽試験日　２月23日（木）
▽試験科目　面接、作文
■問県立弘前高等技術専門校（☎ 32・
6805）／弘前公共職業安定所（☎
38・8609）

平成24年度国有林
モニターを募集
　東北森林管理局では、国有林の管
理・経営に皆さんの意見を役立てる
ため、モニターを募集しています。
▽募集人員　数十人程度
▽募集締切　１月31日（火）
▽任期　２年間（４月～平成 26年
３月）
▽内容　アンケートへの回答、国有
林モニター会議への出席など
※応募資格・方法など詳しくはお問
い合わせください。
■問東北森林管理局国有林モニター
係（☎秋田018・836・2274、■Ｈ

http://www.rinya.maff.go.jp/
tohoku/）

津軽広域水道企業団
の入札参加者受け付け
　平成 24・25 年度の申請を受け
付けます。希望する人は、受付期限
までに提出を。
▽対象　①建設工事の請負業務　②
測量・設計などの建設関連業務　③
清掃・保安などの点検業務  ④製造
の請負や物件の買入などの業務　
▽有効期間　８月１日～平成 26年
７月 31日の２年間
▽受付期限　２月29日（水）
▽申請方法　「指名競争入札等参加
資格審査申請書」に必要書類を添付
して提出してください。詳細は企
業団ホームページ（http://www.
tusui.jp/）に掲載しています。
■問津軽広域水道企業団津軽事業部総
務課（〒036・0342、黒石市石名
坂字姥懐２、☎52・6033）

臨時薬剤師募集

　市立病院では、臨時薬剤師を募集
しています。
▽募集人数　１人
▽応募資格　薬剤師の資格を有する
人
▽雇用期間　平成 24年３月 31日
まで
※申し込み方法など詳細は問い合わ
せを。
■問市立病院（☎ 34・3211、内線
162）

国保と後期高齢者の
健康診査
　市の国保では、特定健康診査を、
後期高齢者医療制度では後期高齢者
健康診査を実施しており、対象とな
る人には「受診券」を発送していま
す。本年度の受診券の色は「特定健
康診査受診券」が紫色で、「後期高
齢者健康診査受診券」が黄色です。

　本年度は、いずれの健康診査も
３月 15日までの実施となりますの
で、忘れずに受診してください。
　受診券が届いていない場合や紛失
した場合は再発行しますので、お知
らせください。
■問国保の特定健康診査について…
国保年金課国保運営係（市役所１
階、☎ 35・1116）／後期高齢者
医療制度の健康診査について…国保
年金課高齢医療係（市役所１階、☎
40・7046）
※詳細については、平成23年度「健
康と福祉ごよみ」の25・27ページ、
または「広報ひろさき」平成 23年
４月１日号の 22・23 ページをご
覧ください。
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12月４日
SL48640号機 移設

ゆるキャラさみっと in羽生
11 月 26日・27日

11月 21日

健康相談

　「生活習慣病の
予防」「禁煙した
い」「健診結果を
詳しく知りたい」
「健診受診後の生
活について」な
ど、健康や栄養
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。
▽２月の相談日　７日・21日の午
前９時～午後３時半　
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）
■問健康推進課（弘前市保健センター
内、☎37・3750）

弘大附属幼稚園園児募集
（二次募集）
▽資格・定員　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認め
ません。だだし、浪岡地区は通園区
として認めます）
※通園には、付き添いが必要です。
○３歳児…平成 20 年４月２日～
21年４月１日生まれ＝ 10人程度
（男女不問）
○４歳児…平成 19 年４月２日～
20年４月１日生まれ＝若干名（男
女不問）
▽願書交付・受付
交付＝１月 24日～２月６日、午前
９時～午後５時
受付＝１月 30日～２月 13日、午

前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除きます。
■問弘前大学教育学部附属幼稚園（学
園町、☎32・6815）

小型除雪機による
事故を防ごう
　毎年、雪のシーズンになると、除
雪機による事故が多発します。除雪
機を使うときは、次の点に注意しま
しょう。
○作業を行う前に、必ず取扱説明書
をよく読み、正しい使い方を理解し
ましょう。
○雪詰まりを取り除くときは、必ず
エンジンを停止し、回転部（オーガ、
ブロワ）が完全に停止してから雪か
き棒を使って行いましょう。
○回転部に近づくときは、必ずエン
ジンを停止し、回転部が完全に停止
してから作業を行いましょう。
○発進時は転倒したり、挟まれたり
しないよう、足元や後方の障害物に
は十分注意しましょう。
○除雪作業中は、雪を飛ばす方向に
人や車・建物がないことを確認しま
しょう。また、除雪機の周りには絶
対に人を近づけないようにしましょ
う。
■問除雪機安全協議会（日本農業機
械工業会内、☎東京 03・3433・
0415、 ■Ｈ http://www.jfmma.
or.jp/）

モバイルサイト・メール
マガジンから市の情報を
【モバイルサイト】
　市のさまざまな情報
を、携帯電話やスマー
トフォンからご覧にな
れます（利用分のパケット通信料が
かかります）。

▽主な掲載情報　在宅当番医院、
ケータイ de お気軽！健康レシピ、
行事予定などの暮らしに関する情報
▽携帯サイト（弘前市モバイルサイ
ト） アドレス　http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/mobile/
※パソコンでもご覧になれます。
【メールマガジン】
　市では、市民と行政の情報共有を
促進するため、市政情報や市の行事
予定など市民生活を送るための情報
をお届けする「弘前市メールマガジ
ン」を配信しています。
　登録は市ホームページから簡単に
行うことができ、無料（通信料を除
く）で利用することができます。
　登録後は毎週月曜日（休日などに
より変更する場合もあり）に次のよ
うな市からのお役立ち情報が配信さ
れます。皆さんぜひご利用ください。
▽主な配信情報　トピックス、デー
トスポット、市政だより、新着情報
など
■問広報広聴課広聴係（市役所２階、
窓口258、☎ 35・1194）

文化財防火デー消防訓練

　１月 26日は「文化財防火デー」で
す。大切な文化財を火災などの災害
から守るため、次の日程で消防訓練
を行います。訓練の際、消防車がサイ
レンを鳴らして走りますが、火事と
間違わないようにご注意ください。
【弘前地域】
▽とき　１月26日（木）
　　　　午前９時半～
▽ところ　弘前城天守（下白銀町）
【岩木地域】
▽とき　１月26日（木）
　　　　午前10時半～
▽ところ　岩木山神社（百沢字寺沢）
■問文化財保護課（岩木庁舎内、☎
82・1642）

津軽ひろさき応援隊

りんご女子会

11 月 20日
　11月 20日、東京都神田神保町にある學士會館（がくし
かいかん）で行われた、津軽ひろさき応援隊の結成式に行っ
てきました。 同隊は弘前の魅力を発信・応援していくため、
弘前にゆかりのある人たちによって結成されたチームで、津
軽ひろさきの活性化の一助となることを目的としています。
　結成式では、同隊の隊長による結成宣言のほか、門出を祝
うアトラクションとして、佐藤ぶん太、さんによる横笛など
が披露されました。

　東京都西新宿のホテル、ハイアットリージェンシー東京で
行われた「りんご女子会」に行ってきました。このイベントは、
市りんご課と東京女子会Week のコラボにより開催された
ものです。たか丸くんはオシャレに装飾された会場で、りん
ご尽くしのディナーやスイーツ・お土産をPRし、弘前りん
ごの魅力を伝えてきました。
　なお、本イベントでは、シンガーソングライターのコトリ
ンゴさんによるライブも行われました。

　埼玉県羽生市で行われた、第２回ゆるキャラさみっと in
羽生に参加してきました。ステージでは、ゆるキャラによる
個別のPRタイムや参加した全ゆるキャラたちの集合写真撮
影会が行われました。
　約 180 のゆるキャラが参加したさみっとは、２日間で
13万 5,000 人の観客が来場する大盛況ぶりでした。たか
丸くんは、初めて全国規模のゆるキャラの祭典に参加し、そ
の規模の大きさに驚いていました。

　12月４日、新里駅で行われた「SL48640 号機移設及び
弘南鉄道新里駅リニューアルオープンセレモニー」に行って
きました。たか丸くんは、弘前駅から弘南鉄道に乗って新里
駅まで移動し、弘南鉄道マスコットキャラクターのラッセル
君と一緒にセレモニーに参加しました。潮風による車両の傷
みを避けるため、鰺ヶ沢町役場より移設された蒸気機関車
「SL48640号機」。SLのボイラーに発煙筒が入れられると、
煙突から白煙を上げる雄姿を披露しました。

たかたか丸く丸くんが行くたか丸くんが行く!!!!!!
１月１日から弘前市のマスコットキャラクターとなった「たか丸くん」。
積極的にイベントなどに参加して、弘前市のＰＲ活動を行っています。

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　市民音楽コンサート、オーロラファンタジー、「エンディングセレモニー
の歌」市民大合唱、グランドフィナーレ打上花火の模様を紹介します。
○放送日　１月18日（水）、午後３時55分～４時 10分
○放送局　青森朝日放送（ＡＢＡ）

弘前城築城400年祭エンディングセレモニー
～希望の光　未来への誓い～ ・人口　  182,503 人　 （－21）

　 男　　  83,571 人　 （－11）
　 女　　  98,932 人　 （－10）
・世帯数　 70,999 世帯（+36）
平成 23年 12月１日現在（推計）
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　２月１日、全国で平成24年経済センサス‐活動
調査が行われます。
　全国すべての企業および事業所が調査の対象にな
りますので、ご協力をお願いします。
【調査目的】
　日本経済の全産業分野における企業および事業所
の経済活動の状況を全国的および地域別に明らかに
することを目的としています。
【調査対象】
　商店や工場、営業所、事務所、学校、旅館、学習塾、
病院、寺院などすべての事業所が対象となります。
【調査方法】
　「調査員による調査」と「国、県および市による
調査」の二つの方法で行います。
　「調査員による調査」は、支社などのない事業所
および新設された事業所を、調査員が 1月下旬か
ら訪問し、調査票の配布・回収を行いますので、調
査票に記入のうえ２月１日以降に調査員へ提出して
ください。
　また、「国、県および市による調査」は、支
社などを有する企業、一定規模以上の製造業
の事業所、純粋特殊会社を、国・県および市
が民間事業者（日経リサーチ）を通じて
郵送などで調査します。
【調査内容】
　経営組織、事業所の開設時期、従業
者数、主な事業の内容のほか、売上高や
費用、事業別売上金額などの経理項目の
把握に重点を置いた内容となっています。

【調査結果の活用】
　国の各種行政施策をはじめ、地域の産業振興や
商店街の活性化などの地域行政のための基礎資料
として利用されます。特に、東日本大震災が発生
した平成23年の経済活動を明らかにする今回の
調査は、今後の経済活動の復興状況を確認してい
くために不可欠な資料となります。
【結果の公表】
　速報集計結果は、平成25年１月末に公表予定
です。また、確報集計結果は、平成 25年の夏ご
ろから順次公表する予定です。
【個人情報の保護】
　調査内容を統計の作成以外の目的に使用するこ
とは統計法で固く禁じられていますので、安心し
てご記入ください。
■問調査の必要性、内容および調査票の記入方法
などに関することは、午前９時～午後９時に、
平成 24年経済センサス‐活動調査コールセン
ター（☎フリーダイヤル 0120・44・1034）

へ。なお、キャンペーンサイト（http:www.
stat.go.jp/data/e-census/campaign/
index.htm）でも詳細をご覧になれます。
※ 050 から始まる IP 電話などフリー
ダイヤルに接続できない場合は（☎東京

03・6830・1034 ※有料）へ、調
査員との約束日時の変更など、調
査員に関することは、広報広聴課
統計係（土手町分庁舎、☎ 34・
8522）へお問い合わせください。

平成 24 年
経済センサス‐
　　　活動調査
…… 調査にご協力ください ……
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全国すべての企業・事業所が対象です
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