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　５月 23 日～ 26 日の日程で、三村青森県知事
ら青森プロモーションミッション団および一般ツ
アー客とともに台湾を訪問した葛西市長。今回は、
青森空港と桃園空港（台北）を結ぶチャーター便
を利用しての訪台となりました。今号ではその様
子についてお知らせします。

　台南産のおいしいアップルマンゴーを
知ってもらうため、ＰＲイベントを開催し
ます。
▽とき　６月 27 日（水）、正午～（予定）
▽ところ　さくら野百貨店弘前店（城東北
３丁目）１階アクアリウム前
▽内容　セレモニーイベ
ント、アップルマン
ゴー試食など
▽ 問 い 合 わ せ 先　
り ん ご 課（ ☎ 40・
7105）

　５月 24日、葛西市長は台北市で三村知事らととも
に、航空会社４社を訪問し、市の観光をＰＲしました。
このほか、青果物取扱商社とテレビ局を訪問し、りん
ごの輸出拡大に向けたＰＲ活動を行いました。
　５月25日には、台湾西南部の台南市を訪れました。
最初に、今年１月に弘前産りんごのＰＲイベントを開
催したデパート「大遠百」の店長と会談し、来年もＰ
Ｒイベントを開催する約束を交わしました。次に、台
南市政府を訪問した市長は、賴（ライ）台南市長と会
談しました。
　弘前市と台南市はりんごとアップルマンゴーの果物
交流事業を行っており、会談の中で葛西市長は「台南
市の皆さまのお越しをお待ちしております」と伝えま
した。
　賴市長ら台南市政府は、６月27日にさくら野百貨
店弘前店で行われるイベントで、台南市の特産品であ
るアップルマンゴーをＰＲすることになっています。
イベントでは本場のアップルマンゴーの試食も行われ
る予定ですので、皆さんぜひおいでください。

▲航空会社を訪
問し、弘前の魅
力をＰＲする葛
西市長▲青果物取扱商
社ではりんご輸
出拡大をＰＲ

▲賴台南市長と果物
交流について会談
▼台南の特産品アッ
プルマンゴーを手に
持つ葛西市長

▲中華航空の孫総経理と記念撮影

アップルマンゴー
ＰＲイベント

台南市長を表敬訪問しました

台湾

台北

台南
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◆市が設置している回収ステーション
設置場所

市役所本庁舎中庭駐車場（上白銀町）
総合学習センター正面玄関横（末広４丁目）
土手町分庁舎玄関向かい（土手町、市立病院向かい）
岩木庁舎西側駐車場裏（賀田 1 丁目）
相馬庁舎正面玄関横（五所字野沢）
▽持ち込み可能時間　午前９時～午後５時
▽注意事項　いずれの回収ステーションも、12 月
29 日～１月３日は持ち込みができません。

◆事業者・民間団体などが設置している古紙リサイクルエコステーション
設置場所 利用日・時間 回収古紙 設置者

コープ
あおもり

松原店（松原東３丁目） 毎日 午前10時～午後８時
新聞紙（折り込みチラシ
を含む）、雑誌、雑がみ コープあおもり

西弘店（中野１丁目） 毎日 午前10時～午後８時
和徳店（野田１丁目） 毎日 午前10時～午後９時
桜ケ丘店（桜ケ丘４丁目） 毎日 午前10時～午後10時

ローソン和徳町店（和徳町）
毎日 午前８時～午後５時

新聞紙（折り込みチラシ
を含む）、雑誌、雑がみ、
ダンボール

もったいない弘前
健康温泉桃太郎（新里字下樋田）

新聞紙や雑がみなどの回収ステーションを設置

　古紙のリサイクルを進めるため、市では新聞紙や雑
がみ類の回収ステーションを市内５カ所に設置し、誰
でも自由に持ち込めるようにしています。
▽持ち込める雑がみ類　雑誌、書籍、ノート、ハガキ、
封筒、コピー用紙、ポスターなど
※折り込みチラシなどは、新聞紙と一緒に束ねて出し
てください。
▽問い合わせ先　環境政策課資源循環係（☎ 35・
1130）
　また、事業者・民間団体などによる古紙リサイクルエ
コステーション（下表参照）もご利用ください。

環境ニュース 環境ニュース

敷地内の雑草や害虫などの
対処はお早めに
　空き地や空き家、家庭の庭で、雑草が茂ったり害虫
が発生したりして困っているとの相談が近隣住民から
寄せられています。
　空き地などの所有者や管理者は、近隣住民の生活に
迷惑を掛けないよう、定期的に雑草を刈り取ったり、
害虫の駆除を行ったりするなど、適切な管理をお願い
します。
　なお、自分で対処できない場合は、害虫駆除業者や
造園業者などにご相談ください。

アメリカシロヒトリの駆除に
ご協力を
　ガの一種のアメリカシロヒトリが発生する時期にな
りました。樹木の葉が透けていたら要注意です。
　アメリカシロヒトリは、５～６月ごろ、８～９月ご
ろの年２回、卵がふ化して幼虫になります。そして、枝・
葉に白い糸を巻き付けて巣網を作り、集団で巣網内の
葉を食べ尽くした後、付近一帯に分散し、広く被害を
及ぼします。

▽駆除・対策　幼虫は
成長すると巣網から分
散するため、発見したら
すぐに巣網ごと切り落と
し、踏みつぶすか、ビニー
ル袋で二重に密封して燃
やせるごみに出してくだ
さい。
　また、巣網への薬剤散
布も効果的ですが、寄生予
防のための散布は効果があ
りません。薬剤は、ホームセンターなどで市販されて
いる毛虫用の殺虫剤をお勧めします。ただし、使用方
法や周囲の環境には十分注意してください。
　また、弘前市町会連合会では各町会を通して、薬剤
費の補助をしていますのでご活用ください。なお、自
分で駆除できない場合は、造園業者や害虫駆除の専門
業者に相談を。
※アメリカシロヒトリの生態や駆除方法などについて
は市ホームページにも掲載していますので、ご覧くだ
さい。
▽問い合わせ先　環境政策課環境保全係（☎ 40・
7035）

　やめよう！
　不法投棄
　わたしたちの
家庭から出るご
みのうち、家電リ
サイクル法対象
品目（テレビ、冷

蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン）のほ
かに、タイヤ、バッテリー、消火器などは市で収集し
ないため、販売店に引き取ってもらうなどの適正な処
理をお願いしています。
　しかし、これらにはリサイクル料金や処理料金が掛
かるため、人目につかない山林や空き地などに捨てる
人がいます。また、缶、びんから自転車、家具に至る、
市で収集しているごみも不法に捨てられていることが
あります。

環境に優しい生活、始めてみませんか

環境ニュース環境ニュース

生ごみ循環支援モデル事業実施団体を募集

　市では、家庭用電動生ごみ処理機を貸与し、家庭か
ら出る生ごみを堆肥（たいひ）化するためのモデル事
業を実施する団体を募集しています。
　詳細については広報ひろさき６月１日号でお知らせ
しましたが、申込期限を６月29日まで延長しますの
で、皆さん奮ってご応募ください。
▽問い合わせ先　環境政策課資源循環係（☎ 35・
1130）

「弘前地区オフィス町内会」参加事業者を募集

　「弘前地区オフィス町内会」は、会社や事業所から
排出される古紙を、資源回収業者が出向き、無料で回
収するネットワークです。現在、参加する事業者を募
集しています。参加すると、古紙を燃やせるごみとし
て処分していた事業者は、経費の節減を図ることがで
きるほか、古紙のリサイクルへの貢献など、企業のイ
メージアップにもつながります。
　皆さんの会社や事業所もぜひ参加して、紙ごみの減
量化に伴う循環型社会の形成にご協力ください。

▽問い合わせ先　環境政策課資源循環係（☎ 35・
1130）

あおもりエコの環（わ）
スマイルプロジェクトに参加を！
　４月から、もったいない・あおもり県民運動「あお
もりエコの環（わ）スマイルプロジェクト」が始まり
ました。
　この運動は、みんなが笑顔で暮らせる青森県を目指
し、県民・事業者・学校・団体それぞれが環境のこと
を考えて行動していくことで、「エコの環（わ）」が広
がる新たな取り組みです。３カ月間、環境配慮行動の
取り組みを報告（ホームページ・ファクス・郵送で受
け付け）すると、プロジェクト協力店を利用する際に
サービスが受けられる「モッテコーカード」がもらえ
ます。協賛企業・協力店も募集していますので、ぜひ
ご参加ください。なお、協賛金の一部は地域の環境保
全活動の支援に充てられます。詳しくは問い合わせを。
▽問い合わせ先　あおもりエコの環スマイルプロジェ
クト実行委員会事務局（☎青森 017・721・2480、
ファクス 017・723・7631、ホームページ http://
www.econowa-smile.com/）

自然環境を守り、良好な景観を維持していくために

　不法投棄されたごみにより、自然環境や景観が悪く
なります。また、元に戻すためには多くの労力と費用
を要します。不法投棄は犯罪です。絶対にやめてくだ
さい。

野焼きはやめましょう

　家庭や事業所から出たごみを、ドラム缶に入れて焼
却したり、空き地や河川敷などで焼却したりする「野
焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で
禁止されています。
　野焼きは、悪臭や煙による近隣トラブルにつながる
ほか、ダイオキシン類などの有害物質を発生させるな
ど、健康への影響が心配されます。
　たき火など日常行われる軽微なもの以外は野焼きと
なります。詳しくはお問い合わせください。
▽問い合わせ先　環境政策課資源循環係（☎ 35・
1130）

上記の事項には重い罰則が科せられます！
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、５年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金（法人は
３億円）または併科の重い罰則が設けられています。

被害が大きくならないうちに、対処しましょう
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市政情報
Town Information

７月９日から外国人住民を住民票に記載します外国人住民の利便
性向上のため

　外国人の新たな在留管理制度（日本に在留する外国人を管理する制度）の施行に伴い、住民基本台
帳法が一部改正され、７月９日から外国人住民を日本人と同様、住民票に記載するようになります。
※住民票に記載される外国人には、３カ月を超える在留資格などの要件があり、短期滞在の人など、
住民票に記載されない場合もあります。
▽問い合わせ先　市民課住民記録係（☎40・7020）

住民票の記載事項

　住民票に記載する項目は右表のとおりです（現行の
外国人登録制度とは項目が異なります）。

異なる国籍の人も同世帯に

　国籍の異なる家族などについても、同一の世帯員と
して住民票に記載できます。なお、同一世帯にするた
めに、施行までに届け出が必要となる場合があります。
　また、「住民票の写し」などの証明書も日本人と同
様となり、同一世帯の人は同一の「住民票の写し」で
証明できるようになります。

氏名の表記方法が変わります

　外国人住民の住民票に記載する氏名は、法務大臣が
発行する「在留カード」「特別永住者証明書」に記載
された氏名に倣うとされています。在留カードなどの
氏名は、アルファベットの氏名表記を原則としつつ、
漢字氏名を併記できる取り扱いになります。その際、
簡体字などは正字の範囲の文字に置き換えて券面に記
載されます。なお、正字の範囲および表記原則などは、
法務省の告示において規定されています。
　新制度施行時に漢字氏名で外国人登録をしている人
は、施行時の住民票に漢字氏名を記載します。また通
称名の届け出をしている人は、引き続き「通称」とし
て住民票に記載します。

届け出の方法が変わります

　新制度の施行後は、住居地の変更届出は市区町村で、
住居地以外の変更届出は入国管理局で行うことになり
ます。

外国人登録などの届け出を忘れずに

　新制度では、外国人登録情報を基に住民票を記載し
ます。そのため、正しく届け出をしていないと、住民
票が記載されない場合があります。住所変更や在留資
格などの変更・更新があったときは、速やかに市民課
（市役所１階）へ届け出してください。
　現在、印鑑登録している外国人で、既に国外や他市
町村へ転出している場合や短期滞在などで外国人住民

共通・特有の別 住民票の記載項目

日本人と外国人の
共通項目　　　　

住所、氏名、生年月日、性別、
世帯主の氏名、続柄、住所を定
めた日、届出年月日、従前の住
所など

外国人
特有の
項目　

中長期
在留者

外国人住
民となっ
た日、国
籍・地域

中長期在留者である
旨、在留カードに記
載されている在留資
格、在留期間、在留
期間満了の日、在留
カードの番号

特別　
永住者

特 別 永 住 者 で あ る
旨、特別永住者証明
書に記載されている
特別永住者証明書の
番号

出 生 ま た
は 国 籍 喪
失から 60
日 以 内 の
人

外国人住
民となっ
た日

出生または国籍喪失
による経過滞在者で
ある旨

として住民票に記載されない場合は、印鑑登録は施行
日と同時に廃印されます。
　また、国民健康保険や介護保険などに国籍混合世帯
として加入している人で、居住状況等が変わった場合
なども、忘れずに届け出をしてください。

詳細についてはホームページで確認を

　新制度の詳細については、次のホームページをご覧
ください。
○新たな在留管理制度について…法務省入国管理
局ホームページ（中長期在留者用…http://www.
immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html、
特 別 永 住 者 用 …http://www.immi-moj.go.jp/
newimmiact_2/index.html）
○外国人住民の住民票制度について…総務省ホーム
ページ（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html）

市立病院運営審議会の委員を募集市民の皆さんから
公募します

　市では、市立病院の運営について審議するため、「弘
前市病院事業の設置等に関する条例」に基づき「弘前
市立病院運営審議会」を設置しています。
　このたび、市民の皆さんからの意見を審議事項に反
映させるため、委員を公募しますので、奮ってご応募
ください。
▽応募資格　市内に在住する満 20歳以上の市民で、
過去２年間に市立病院を利用したことがある人（議員、
公務員を除く）
※現在、既に市の審議会などの委員になっている人は
ご遠慮ください。
▽募集人員　１人
▽募集期間　６月16日～ 30日（当日消印有効）
▽任期・会議の開催など　任期は委嘱の日から平成
26年６月 30日まで。会議は平日の日中に開催する
予定
▽報酬など　会議１回の出席につき、市の規定に基づ
く報酬および交通費を支給
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参、ファクスまたはＥメール（添付ファイルの容量
は１メガバイト程度まで）で提出してください。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・電話番号・
職業・勤務先・主な職歴
②志望動機、抱負および平成22年４月以降の市立病
院の利用状況や市立病院に対する意見など（400 字

程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、市立病院総務課（市立病
院１階）、市民課、岩木総合支所総務課、相馬総合支
所民生課、各出張所でも配布しています。なお、応募
用紙は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
▽選考方法　選考委員会で選考し、結果を応募者全員
に通知します。
▽問い合わせ・提出先　市立病院事務局総務課
（〒 036・8004、大町３丁目８の１、☎ 34・3211、
ファクス 37・6367、Ｅメール shibyoujimu@
city.hirosaki.lg.jp）

市の情報公開・個人情報保護制度昨年度の状況を
報告します

【情報公開について】
　市民の皆さんの一層の市政参加と、市政に対する的
確な理解を深めるため、「情報公開条例」で、市が保
有する公文書の開示を請求する権利を定めています。
平成23年度の公文書開示請求などの状況は下表のと
おりでした。

○公文書開示請求の件数および決定の状況

区分 件数
決定の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ　　

開示請求 107 63 30 12（11） ２
開示申出 0 0 0 0（ 0） ０

計 107 63 30 12（11） ２

○開示決定などに対する不服申立件数

区分 件数
処理の状況（件）

容認 一部
容認 棄却 却下 審理中

異議申立 4 0 0 0 ０ 4
※苦情の申し出はありませんでした。

【個人情報保護制度について】
　個人の権利・利益を保護するため、「個人情報保護
条例」で、個人情報の適正な取り扱い方と、市が保有
する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する
権利を定めています。平成23年度の個人情報保護条
例の運用状況は下表のとおりでした。

○保有個人情報開示請求の件数および決定の状況

区分 件数
決定の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ　　

開示請求 6 4 2 0（0） 0
※訂正請求および利用停止請求はありませんでした。
※開示決定等に対する不服申し立てなどはありません
でした。
※事業者に対する勧告、説明または資料の提出要求な
らびに事業者が勧告に従わなかった旨の公表はありま
せんでした。

▽問い合わせ先　総務財政課（☎35・1110）
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■問７月２日までに、学校適応指導教
室（☎26・4802）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。

「オオルリボシヤンマの乱舞
を楽しむ会」参加者募集
　ひろさき環境パートナーシップ
21では、だんぶり池で繰り広げら
れる生き物たちのショーと星空の観
察会を開催します。里山の自然を楽
しみながら体験してみませんか。
▽とき　７月14日（土）
　　　　午後５時半～９時
▽ところ　だんぶり池（坂元字赤沢）
※午後５時 10分までに上下水道部
（茂森町）に集合してください。専
用バスで現地へ移動するため、自家
用車での同行はできません。
▽対象　小学生以上＝ 40人（先着
順）
※小学生は保護者同伴で。
▽参加料　無料
▽持ち物　懐中電灯、肌の露出が少
ない屋外観察に適した服装
■問 ６月 20 日～７月 10 日に、ひ
ろさき環境パートナーシップ 21
（自然環境グループ・村田さん、☎
33・4687、■Ｆ 88・8809、■Ｅ da
nburi_project@yahoo.co.jp）
へ。

出会いパーティー vol.1
～夏のフルーツ狩り
　　　BBQ（バーベキュー）～

　フルーツ狩りやバーベキューパー
ティーを出会いのきっかけに、和気
あいあいと交流しながら親交を深め
ましょう。
▽とき　７月22日（日）
※雨天決行。午前 10時に市立観光
館バスプール出発、午後５時に市立
観光館バスプール解散。
▽内容　小沢の「津軽ゆめりんご
ファーム」で、さくらんぼ・ブルー
ベリーの収穫とジャム作りを体験し
た後、「星と森のロマントピア」で
バーベキューを楽しみながらの交流
パーティー
▽対象　おおむね 20歳～ 45歳ぐ

らいの独身男女（男性は市内に居住
する農業青年）
▽定員　男女各20人
▽参加料　男性＝ 4,000 円／女性
＝2,000円
■問７月 13日までに、弘前市青年交
流会実行委員会事務局（市農業委
員会事務局内、☎ 40・7104、■Ｅ
nougyou@city.hirosaki.lg.jp）
へ。

第 35 回「愛の広場」　　　
レクリエーションの集い
　市社会福祉協議会では、障がい児
者と家族、ボランティア、市民がレ
クリエーションを通して楽しく交流
を深め、自らの活動意欲を奮い起こ
すとともに、社会生活に融合するこ
とを願い開催します。たか丸くんも
待ってます。
▽とき　７月22日（日）
　　　午前10時～午後２時40分
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽内容　「○×クイズ」「食いしん坊
さんは誰だ」「玉入れ」「カラオケ」「太
鼓演奏　弘前市立第二中学校」「よ
さこい　弘前厚生学院」
▽参加料　無料
▽その他　イベントを手伝ってくれ
るボランティアスタッフを募集して
います。興味のある人はぜひ申し込
みを。
■問７月 10日までに、市社会福祉協
議会（宮園２丁目、☎ 33・1161、
■Ｆ 33・1163）へ。

弘前・黒石地区親子
クッキングコンテスト大会
　「食」を考え、親子のコミュニケー
ションを深める楽しいコンテストで
す。わが家の自慢料理で参加してみ
ませんか。
▽とき　９月23日（日）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階調理実習室
▽テーマ　「我が家のおいしいごは
ん」
▽対象　弘前市・黒石市在住の親（保
護者）と子（小学生）の２人１組

▽調理の条件　食材費＝ 2,000 円
程度（４人分）／調理時間＝ 60分
（盛り付け時間を含む）
▽注意事項　レシピは未発表のもの
で、ガスならではの調理方法を活用
すること／品数の制限はありません
／自宅などでの下準備・下ごしらえ
は不可／交通費・食材費は事務局で
負担
■問８月 31日までに、弘前ガス（☎
27・9100）へ。

バウンドテニス教室

▽とき　毎週金曜日の午後７時～９
時
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　初心者コース＝基礎を学び
中級を目指す／中級コース＝技術面
を学びながら上級を目指す／上級
コース＝試合など
▽対象　小学校高学年以上の市民
▽参加料　1回 300円
▽持ち物　室内シューズ、動きやす
い服装、タオル、飲み物
※ラケット、ボールは貸し出します。
■問スポネット弘前（☎32・6523）

ミニバランスボール
教室（前期）
▽とき　６月 23日～７月 21日の
毎週土曜日、午後６時半～７時半
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽内容　意識しない筋肉の働きやバ
ランス感覚を養い、負担をかけない
エクササイズ
▽対象　高校生以上の市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　ミニバランスボール
※ミニボールを 20個まで貸し出し
ます。
■問電話またはファクス（住所・氏名・
年齢・電話番号を記入）で、岩木Ｂ
＆Ｇ海洋センター（☎ 82・5700、
■Ｆ 82・5701）へ。

初夏の絵画展

　弘前美術作家連盟の有志による、
りんごを題材に描いた絵画展です。
▽とき　６月 14日～７月３日の午
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）

りんごの一年物語（全３回）
第２回実すぐり参加募集
　農作業を通して、りんごの花が咲
き、収穫するまでお付き合いくださ
い。第２回は、実すぐりの体験です。
▽とき　６月 24 日（日）、集合＝
午前９時（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山麓
（鼻和）
▽参加料　無料
▽持ち物　雨具、軍手
■問６月 22日までに、フルーツ合衆
国（岩木山観光協会内、福澤さん、
☎兼■Ｆ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。

弘前法人会女性部会
創立 20 周年記念講演会
▽とき　６月26日（火）
　　　　午後２時～３時
※開場は午後１時半。
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）
▽内容　「生かされた　いのち」…
講師・丸山あずささん（多発性硬化
症患者会＆日本盲導犬協会ユーザー
の会所属）
▽定員　150人
▽入場料　無料
■問弘前法人会（☎36・8274）

こども FORET（フォーレ）

　五感を通じて木を身近に感じる
「木育〈もくいく〉広場」を中心に

開催します。親子で楽しみながら子
どもの豊かな心をはぐくみましょ
う。
▽とき　７月１日（日）、午前 10
時～午後３時（小雨決行）
▽ところ　JR弘前駅と上土手町を
結ぶ弘前駅前歩行者専用道路（えき
どてプロムナード）水辺付近
▽内容　おがくずプールやかんな削
り、木を使ったもの作りなどの体験
※読み聞かせ、キッズカフェ、１時
間無料託児サービス、授乳・おむつ
替えスペースもあります。
▽対象　乳幼児・小学生と保護者、
一般
▽参加料　無料
■問弘前こどもコミュニティ・ぴーぷ
る（☎34・0171）

環境保全促進助成事業
（岩木川探検隊）
　北地区コミュニティ会議では、岩
木川を中心に、自然環境の保全と再
生に向けたさまざまな事業に取り組
んでいきます。
◎第５回「弘前城と岩木川」　
　西堀で舟遊びをしながら、弘前城
と岩木川について考えます。
▽とき　７月８日（日）、午前９時
～正午（午前８時半集合）
▽集合場所　北小学校（青山3丁目）
▽内容　カヌー＆ボート体験と弘前

城と岩木川のお話
▽対象　小学校３年生以上＝ 30人
（先着順）
■問 北地区コミュニティ会議事務
所（三友資工・鎌田さん、☎ 35・
3083）
●「岩木川探検隊」は、全国モーター
ボート競走施行者協議会からの拠出
金を受けて実施するものです。

チャレンジ・自然ふれあい
宿泊体験
　学校生活のことで悩み・疲れてい
る子どもたちと一緒に、大自然の中
でのびのびとした気分で触れ合い、
体験活動を楽しむことで心身をリフ
レッシュします。
▽とき　７月 10 日・11 日（１泊
２日）
▽ところ　秋田県立大館少年自然の
家（秋田県大館市）
※総合学習センター（末広４丁目）
から出発します。
▽内容（予定）　野外炊事、キャン
プファイア、パン作り
▽対象　不登校またはその傾向にあ
る児童生徒および学校適応指導教室
通室生（小学校５年生～中学校３年
生）
※原則として保護者同伴、日帰りで
の参加も可。
▽定員　25人程度

 教室・講座

▽とき　７月１日（日）、午後１時～（開場は正午）
※午前11時半～午後０時半は、エキシビションを開催します。
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽入場料　一般＝1,000円／高校生以下＝700円
▽入場券取扱所　日弘楽器、中三弘前店、紀伊國屋書店弘前店、まちなか情報
センター、弘大生協ほか
▽出演団体・内容など　インドネシア共和国バリ島ヌサドゥア地区民（ガムラ
ン演奏・踊り）／小谷野哲郎さん（バリ舞踊）／サムルノリ青森（韓国音楽）
／弘前ねむの会ファミリーコーラス＆ノーザンウイング／田中みゆきピアノ教
室／弘前市立第二中学校太鼓部／伝統文化子どもお琴教室／弘前大学教育学部
附属小学校合唱団／弘前やまぶき会／アカネバレエ教室／ファンキースタジア
ム／中央公民館子ども小鼓クラブ／五代獅子舞保存会／神煎茶道教室
■問国際子ども文化芸術交流実行委員会事務局（小野さん、☎携帯 090・
7797・8336）

2012 第３回国際子ども文化芸術交流
Junior Artist Festival ～バリ島からこんにちは！～
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日本舞踊教室

　大人のための日本舞踊体験教室で
す。
▽とき　毎月第１・３土曜日の午前
10時半～
▽ところ　宮川交流センター（堅田
２丁目）
▽対象　高校生以上
■問電話またははがきかファクス（住
所・氏名・年齢・電話番号を記入）で、
西川菊静さん（〒 036・8062、
青山３丁目５の５、☎携帯 090・
2363・2241、■Ｆ 37・5450）へ。

精神保健福祉
ボランティア講座
　精神障がいに対する理解を深める
とともに、精神障がいを抱える人へ
の支援について学ぶための講座で
す。
▽とき　①７月２日、②７月３日、
午前10時～午後４時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）３階第１研修室
▽内容　①講話「精神保健について」
「精神保健の支援制度について」「福
祉及びボランティアについて」／②
講話「支援する聴き方と話し方につ
いて」「自殺の原因と予防・うつ病
について」「ボランティア活動につ
いて」
※希望者には施設見学、実習を行い
ます（日程は未定）。
▽参加料　無料
■問精神保健福祉ボランティアリボ
ンの会（鳴海さん、☎携帯 090・
7933・2411、 ■Ｅ heartstation_
narumi@yahoo.co.jp）

Ｂ＆Ｇ水泳教室

【初心者および中・上級者向け】
▽とき　７月３日～８月 23日（８
月２日・14 日を除く）の毎週火・
木曜日、午後７時～８時半
▽内容　初心者＝水慣れからクロー
ルまで／中・上級者＝各泳法を指導
▽対象　市民＝ 20 人（初心者 10
人、中・上級者10人）
【小学生向け】
▽とき　７月３日～８月 23日（８
月２日・14 日を除く）の毎週火・

木曜日、午後７時～８時
▽内容　水慣れからクロールまで
▽対象　身長130cm以上の小学生
＝15人
～共通事項～
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
■問６月 18日から、電話で岩木Ｂ＆
Ｇ海洋センター（☎82・5700）へ。

現代セミナーひろさき

　テーマは「耳で聴く新・弘前人物
志～近代日本を支えた人物～」です。
▽日程と内容　①７月７日、午後２
時～３時半＝「笹森儀助について」
…講師・福井敏隆さん（弘前南高校
教諭）／②７月 14日、午前 10時
～ 11 時半＝「珍田捨巳について」
…講師・齋藤三千政さん（弘前医療
福祉大学保健学部准教授）／③７月
28日、午後１時半～３時＝「菊池
九郎について」…講師・竹中司郎さ
ん（青森中央学院大学経営法学部准
教授）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽受講料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、火曜日は休館日）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

シンフォニー「成年後見制
度を考える会」公開講座

　
　公正証書遺言、任意後見制度、公
証人の業務と公正証書などについ
て、初めての人にも分かりやすく説
明します。
▽とき　７月８日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽テーマ　「遺言と任意後見制度」
▽講師　藤部富美男さん（公証人）
▽定員　64人（先着順）
※事前に予約できます。
▽参加料　無料
■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、鎌田さん…☎兼■Ｆ 38・
1829）

※平成 24年度市民参加型まちづく
り１％システムの対象事業として行
われます。

手話奉仕員養成講座
（入門課程）
▽とき　７月 12日～ 12月６日の
毎週木曜日（８月２日・16日を除
く）、午後７時～８時半と９月 23
日（日）の午前10時～午後２時（計
21回）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽対象　手話に関心があり、聴覚に
障がいがなく、初級レベルの勉強を
したい 18歳以上の人＝ 30人（先
着順）
※子ども連れはご遠慮ください。
▽受講料　無料（別途テキスト代
1,200円が必要）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・年齢・職業・
電話・ファクス番号を記入し、７月
５日（必着）までに身体障害者福祉
センター（〒036・8057、八幡町
１丁目９の17）へ郵送を。
※受講の可否は返信はがきでお知ら
せします。
■問 身体障害者福祉センター（☎
36・4521、■Ｆ 32・1144）

かっこいい大人養成講座 3
浴衣でたずねる弘前城
　宵宮シーズンに備えて浴衣の着付
けを学び、浴衣に着替えた後は、弘
前公園内をガイドとともに散策す
る、城下町弘前を満喫するための講
座です。男性も参加できます。
▽とき　７月 15日（日）の①午後
１時～２時半／②午後２時半～４時
半
▽ところ　①弘前文化センター（下
白銀町）２階和室／②弘前公園
▽内容　①浴衣の基礎知識と着付け
／②弘前公園内の歴史探訪（雨天決
行）
▽講師　①乗田豊月さん（小林豊子
きもの学院田園教室教授）／②弘前
観光ボランティアガイドの皆さん
▽対象　①②とも 18歳～ 50歳の
市民＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　浴衣一式、ハンドタオル

３～４枚（女性のみ）
※浴衣を持っていない人は相談を。
■問７月11日までに、中央公民館（☎
33・6561、火曜日は休館日）へ。

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　①７月 21日、８月
25日、９月８日の午後１時半～２
時半＝「国文学を楽しもう」／②７
月 29 日、11 月 25 日、12 月 16
日の午前 10時～午後１時＝「おい
しい津軽のおかず」をつくりましょ
う～地産地消で健康メニュー～
▽ところ　①東北女子短期大学（上
瓦ケ町）／②弘前文化センター（下
白銀町）調理実習室
▽対象　①市民＝ 15 人／②高校
生・一般＝各回25人
▽受講料　①無料／②１回 300 円
（食材料費として）
※申し込み方法など詳しくは問い合
わせを。
■問東北女子短期大学公開講座係（☎
32・6151、■Ｆ 32・6153）

東北栄養専門学校・東北コン
ピュータ専門学校サマー講座
▽とき　７月28日（土）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　①東北栄養専門学校（上
瓦ケ町）５階調理実習室／②東北コ
ンピュータ専門学校（上瓦ケ町）２
階第３実習室
▽内容　①「『津軽の雅を粋に！』
～米粉を使って洋風スイーツをつく
りませんか～」…講師・安田智子
さん、宮本万里さん／②「『MOS
試験ってカンタン !?』～マイクロ

 

ソフト　オフィススペシャリスト
Excel 編～」…講師・外﨑仁さん
▽対象　高校生・一般
▽定員　①＝30人／②＝ 20人
▽受講料　無料
※申し込み方法など詳しくは問い合
わせを。
■問 東北栄養専門学校・東北コン
ピュータ専門学校サマー講座係（☎
32・6152または☎ 32・6154）

上下水道料金が新料金に
なります
　７月検針分から新しい料金になり
ますので、「使用水量のお知らせ」
などで確認してください。
　詳しくは広報ひろさき５月１日号
をご覧になるか、問い合わせを。
■問使用水量や金額について…上下水
道部営業課（☎ 36・8115）／料
金改定について…上下水道部総務課
（☎36・8100）

水道料金などの納付証明が
有料になります
　７月から、水道料金などの納付証
明書発行に、１通につき 300 円の
手数料が掛かります。また、窓口で
の交付時には身分証明書（運転免許
証など）の提示が必要となりますの
で、ご注意ください。
　郵送での取り扱いもありますの
で、詳しくは問い合わせを。
■問 上下水道部営業課収納係（☎
36・8103）

世論調査の実施

　市では、市民の皆さんの健康に関
する意識・意向についての調査を行
います。
　皆さんが日ごろ、健康づくりに対
してどのような意識を持っているの
か、生活習慣と病気との関わりにつ
いての認知度を把握するためアン
ケートを実施します。
　アンケートは、20歳以上の市民
約 2,400 人を対象に、６月中旬か
ら下旬にかけて行います。対象世帯
には調査員が訪問しますので、ご協
力をお願いします。
■問企画課企画担当（☎40・7016）

市有地の売払い

　市有地を一般競争入札で売払いし
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石渡４丁目６番２／最低売却価格
＝1,605万 5,000 円
②桔梗野３丁目 10番５／最低売却
価格＝1,994万 6,000 円
③豊田１丁目４番 35／最低売却価
格＝875万 0,000 円
▽申込期間　６月 15日～ 27日の
午前９時～午後５時
▽入札日時　７月３日（火）、午前
10時～
▽入札場所　市役所（上白銀町）２
階第２会議室
■問管財課財産係（市役所２階、窓口
203、☎ 35・1120）

 その他
 

　弘前市国民健康保険に加入してい
る人が、災害や失業などの特別な事
情により生活に困窮し、医療機関な
どの窓口での支払いが困難な場合、
支払いを軽減する制度です（下表参

一部負担金減免等 基　準 承認期間
全額免除 ○世帯の平均収入月額が基準生活費（※）の110％以下

○預貯金の合計額が基準生活費の３カ月分以下
１年につき３カ月以内（１カ月ごとに更新）
※再度申請可（１回のみ）

半額免除 ○世帯の平均収入月額が基準生活費の120％以下
○預貯金の合計額が基準生活費の３カ月分以下 同上

徴収猶予 ○全額・半額免除の基準に該当しない場合で市長が認める場合 １年につき６カ月以内

照）。
　申請方法など詳しくはお問い合わ
せください。
■問国保年金課国保給付係（市役所１
階、窓口157、☎ 40・7047）

※基準生活費…生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準および住宅扶助基準を用いて算出した額。

７月１日から
医療費の一部負担金減免
等の制度が始まります
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市政情報
Town Information 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
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新規高等学校卒業者
雇用奨励金
　市では、平成 22 年３月、23 年
３月、24年３月に高校を卒業した
人（いずれも市内在住で、短大・専
門学校を卒業していない人）を、常
用労働者として雇い入れた事業主に
対して、奨励金を交付します。
▽交付対象事業主　次の①～④のす
べてに該当する事業主
①市内に事業所を有する雇用保険適
用の事業主
②対象となる新規高卒者のうち、平
成 22年３月または 23年３月に高
校を卒業した人を 24年４月１日～
25年３月 31日の間に雇い入れた
こと、もしくは平成 24年３月に卒
業した人を 24年４月２日～ 25年
３月 31日の間に雇い入れたこと
③過去６カ月の間、解雇者を出して
いないこと
④市税の滞納がないこと
▽交付対象期間　雇い入れた月の翌
月から12カ月間
▽支給額　１人＝月額３万円
※６カ月間雇用が継続した実績によ
り、２回に分けて交付します。
▽申請期間　雇い入れた月の翌月か
ら６カ月以内
■問商工労政課労政係（市役所６階、
☎35・1135）

緊急離職者対策雇用奨励金

　市では、事業所閉鎖や企業整理な
ど、自己の都合以外の理由で、平成
20年 10 月１日以降に離職した人
（市内在住）を、常用労働者として
雇い入れた事業主に対して、奨励金
を交付します。
▽交付対象事業主　次の①～④のす
べてに該当する事業主
①市内に事業所を有する雇用保険適
用の事業主
②平成 23 年 12 月１日～ 24 年３
月 31日の間に、対象となる離職者
を雇い入れたこと
③過去６カ月の間、解雇者を出して
いないこと
④市税の滞納がないこと
▽交付対象期間　雇い入れた月の翌
月から12カ月間
▽支給額　１人＝月額２万円

※６カ月間雇用が継続した実績によ
り、２回に分けて交付します。
▽申請期間　雇い入れた月の翌月か
ら６カ月以内
※平成 23年 12月に雇用した場合
は今月末が申請期限となっています
ので、早めに手続きを。なお、平成
24年３月 31日に雇用した場合ま
でで本奨励金は終了となります。
■問商工労政課労政係（市役所６階、
☎35・1135）

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝７月 10日～ 13日／大型特殊
自動車運転免許証（カタピラ限定な
し）保有者＝７月10日・11日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝つがる弘前
農協・河東地区りんご施設（悪戸字
芦野）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 40歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）　②出稼労働者
で18歳以上の人
▽定員　10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円／大型特殊自動車運転
免許証（カタピラ限定なし）保有者
＝ 4,000 円（ともに別途テキスト
代1,575円が必要）
▽申し込み受け付け　６月 20日～
27日
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証か出稼労働者手帳（有効期限
内のもの）、自動車運転免許証を持
参してください。なお、代理人によ
る申請はできません。
　７月末にも講習会を実施します。
日程など詳しくはお問い合わせくだ
さい。
■問商工労政課労政係（市役所６階、
☎35・1135）

担い手等育成事業費補助金

　市では、農業者で組織された団体
が行う農業経営などに関する研修会
や異業種・都市消費者との交流など、
地域農業の維持および発展を目的と
した活動に対し、その経費を助成し
ます。

▽申請期限　８月31日（金）
▽対象　地域農業の維持および発展
に向けた取り組みを行う、市内に住
所を有する農業者５人以上で組織さ
れた団体
▽対象経費　謝金、旅費、通信運搬
費、印刷製本費など
▽補助金額　補助対象経費の実支出
額の２分の１（上限10万円）
■問農政課（☎40・7102）

大学生の皆さんが実施する
活動を支援します
 【「学都弘前」学生地域活動支援事
業費補助金の申請を受付中】
　市では、大学生が企画・実施する
活動に必要な経費を助成する「学都
弘前」学生地域活動支援事業費補助
金を実施します。
　この制度は、大学生が「まち」に
かかわるきっかけや機会、「学生力」
を発揮することができる仕組みを構
築し、その活動を促進するものです。
　現在募集を行っていますので、学
生の皆さんの提案をお待ちしていま
す。
▽申請期限　６月29日（金）
▽事業実施期間　８月１日～平成
25年３月 29日
▽申請方法　所定の書類を企画課企
画担当へ直接持参を。募集条件など
の詳細や申請書類は同課で配布して
いるほか、市ホームページに掲載し
ています。
■問企画課企画担当（市役所３階、窓
口304、☎ 35・1123）
※制度の内容、申請書類の書き方な
どの相談は随時受け付けていますの
で、気軽にお問い合わせください。

岩木・相馬地区活性化
支援事業　実施団体募集
　市では、岩木地区および相馬地区
の産業や教育の振興、地域コミュニ
ティの推進などにつながる事業に取
り組む団体に対し、事業費の一部を
補助します。
▽応募期限　７月31日（火）
▽対象事業　岩木地区または相馬地
区で行う、産業の振興、生活環境の
整備、教育の振興、地域コミュニティ
の推進、地域間交流の促進、地域文
化の振興などに関する事業（ソフト

事業）
▽対象　岩木地区または相馬地区に
事務所を有する団体
▽対象経費　事業に要する経費（た
だし、食糧費、人件費、備品などは
対象外）
▽補助率　10 分の９または 50 万
円のいずれか少ない額以内の額
■問 岩木総合支所総務課（☎ 82・
1621、■Ｆ 82・3118）／相馬総
合支所総務課（☎ 84・2111、■Ｆ
84・3500）

安全安心住宅リフォーム
促進支援事業
　住宅性能の向上を伴う改修工事を
行う既存住宅の所有者に補助金を交
付し、安全で安心な住宅リフォーム
の促進を図る事業です。
　現在、申請を受け付けていますの
で、利用を希望する人は申し込んで
ください。なお、先着順ではありま
せん。
▽受付期間　６月１日～29日
▽受付時間　午前８時半～午後５時
※補助の条件や申請などの詳細は、
広報ひろさき５月 15日号または市
ホームページをご覧ください。
■問建築指導課（市役所５階、窓口
453、☎ 40・7053）

総合市民相談

　専門の相談員が無料で相談に応じ
ます。
▽とき　６月 30 日（土）の午前
10時～午後３時（正午～午後１時
を除く）
▽ところ　市民生活センター（土手
町分庁舎内）
▽相談内容　法律、税金、金銭貸借
（消費者金融）、相続・遺言、登記、
離婚、家庭内の悩み事など
▽相談員　弁護士、税理士、人権擁
護委員、行政相談委員など
▽申し込み方法　弁護士との相談は
希望者が多いことから、予約制とな
ります。定員は８人（先着順）で、
予約は６月 19日から電話で受け付
けます。なお、弁護士との相談以外
は、事前の予約は不要です。当日直
接会場へ。
■問 市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

全国一斉「女性の権利
110 番」無料法律相談
　女性に対する暴力（ドメスティッ
クバイオレンス、セクシャルハラス
メント）や離婚、労働問題など、女
性の権利全般に関する無料電話相談
を実施します。
▽とき　６月26日（火）
　　　　午後１時～４時
▽電話番号　☎青森 017・763・
4670
※当日のみの相談専用番号。
■問青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285）

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　７月４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）

人権擁護委員が
表彰されました
　５月 24日、弘前人権擁護委員協
議会総会において、長年にわたり人
権擁護委員として国民の人権擁護と
人権思想の普及高揚に貢献した功績
により、６人が表彰されました。
○全国人権擁護委員連合会長表彰
◆岩澤つこさん　
◆西澤テツさん　
◆阿保香代子さん
○仙台法務局長表彰
◆赤平悦男さん
○青森地方法務局長表彰
◆小田桐ミツヱさん
◆外崎由紀子さん
■問青森地方法務局人権擁護課（☎青
森017・776・9024）

反射材用品を着用し、
交通事故から身を守ろう！
　夜間に黒っぽい服装で歩いている

と、ドライバーに見落とされやすく、
交通事故に遭う危険があります。
　靴のかかとやバッグ、帽子などに
反射材シールや反射マスコットを付
けていると、車のライトを反射する
ため、ドライバーに自分の位置を気
付いてもらうことができます。
　自分の身を交通事故から守るた
め、また、大切な人を交通事故の被
害者や加害者にしないためにも、家
族や地域ぐるみで反射材用品を着用
するよう心掛けましょう。
■問防災安全課安全安心対策担当（☎
35・1102）

 

外　科
7／1 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 西弘前クリニック（中野１）☎32・4121
16 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
22 菊池病院（富田町） ☎39・1234
29 山内整形外科（城東４） ☎26・3336

休日在宅当番

内　科
7／1 五所の診療所（五所） ☎84・2311
8 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
15 沢田内科医院（茂森新

町１）
☎37・7755

22 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
29 さがらクリニック（桔梗

野１）
☎37・2070

耳鼻咽喉科・眼科
7／8 さとう耳鼻咽喉科医院

（田園４）
☎27・8733

15 代官町クリニック吉田眼
科（代官町）

☎38・4141

29 福島耳鼻咽喉科（百石町）☎32・5032

歯　科
7／1 Ｉ歯科（富士見町） ☎32・8511
8 毛内歯科医院（田園４） ☎29・2332
15 あおば歯科医院（桔梗野

４）
☎31・3343

16 デンタルオフィスよしだ
（早稲田３）

☎26・2525

22 いちむら歯科医院（取上
２）

☎31・0756

29 杉山歯科クリニック（泉
野２）

☎55・0811

　休日・祝日の入院を必要としない
軽症の急患や、特定の診療科目に対
応するため、当番医がそれぞれの医
院で診療に当たります。
▽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
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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

 

平成 24 年度
労働保険の年度更新
　労働保険（労災保険・雇用保険）
の年度更新手続きはお済みですか。
　平成 23 年度確定保険料と平成
24年度概算保険料の申告・納付期
限は７月 10 日となっていますの
で、早めに近くの金融機関や郵便局
で手続きを。
■問青森労働局総務部労働保険徴収室
（☎青森017・734・4145）

子育て中の仕事探しは
「マザーズコーナー」で
　ハローワーク弘前では、子育てを
しながら就職を希望する人を対象
に、職業相談や職業紹介を行うほ
か、地域の保育関連情報を提供する
など、仕事と子育ての両立を支援し
ています。相談などは予約制となっ
ており、お待たせすることはありま
せん。また、キッズコーナーも用意
していますので、子どもと一緒でも
安心して利用できます。
■問ハローワーク弘前（南富田町、☎
38・8609）

あおもり出会い
サポートセンター
～素敵な出会い応援します～

　県では、結婚したい人の出会いを
応援する、あおもり出会いサポート
センター「あおサポ」を開設し、県
内在住の 20歳以上の独身者で、出
会いを希望する人の会員登録を受け
付けています（登録料・年会費など
は無料）。
　会員には協賛団体が開催するイベ
ント情報をメールマガジンで配信し
ます。詳しくは問い合わせを。
■問あおもり出会いサポートセンター
（ ☎ 青 森 017・721・1250、 ■Ｈ
http://adsc.jp）

市民体操祭
参加グループ募集
　10月８日（体育の日）に開催さ
れる「市民体操祭」に参加するグルー
プを募集します。
▽とき　10 月８日（月）の午前

10時～（開場は午前９時半）
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目、運動公園内）
▽対象　いろいろな運動や体操、エ
アロビクス、ジャズダンスなどを
行っている２人以上のグループ（年
齢、性別は問いません）
▽発表時間　１グループ＝５～７分
程度
■問７月 20日までに、弘前体操連盟
（西谷さん、☎35・3380）へ。

放送大学学生募集

　テレビなどの放送を利用して授業
を行う放送大学では、現在、平成
24 年度第２学期（10 月入学）の
学生を募集しています。
▽出願期限　８月31日（金）
※募集要項は無料で配布します。
■問 放送大学青森学習センター
（〒 036・8561、文京町３、コラ
ボ弘大７階、☎38・0500）
※ホームページ（http://www.
ouj.ac.jp/）からも資料請求・出
願ができます。

カルチュアロード
出展申込書を配布します
　９月 16日（日）に土手町通りで
開催予定の「カルチュアロード」の
出展申込書を配布します。
▽配布期間　６月11日～ 25日
▽ところ　Do スタンプインフォ
メーション（土手町、日弘楽器内）
▽対象　展示や実演、文化活動の発
表などを希望する個人や団体（営利
目的のみの出展は認めません）
■問申込書に必要事項を記入し、６
月 30日までにカルチュアロード実
行委員会事務局（Doスタンプイン
フォメーション内、☎ 35・2154、
■Ｆ 34・2704）へ。

自動車税の納付はお早めに

　県では、４月１日現在の自動車の
所有者に、自動車税の納税通知書を
送付しています。本年度の自動車税
の納期限は７月２日です。早めにコ
ンビニエンスストアや金融機関また
は県税部で納めてください。　
▽納税義務者　県内に主たる定置場
がある自動車の所有者（割賦販売な

どで自動車販売店が所有権を留保し
ている場合は、自動車の買い主）
※自動者の所有者であるかどうか
は、４月１日現在の運輸支局の自動
車登録状況によって判断します。
▽納付場所　コンビニエンススト
ア、銀行・信用金庫・農協などの本
支店、郵便局（納期限を過ぎると、
コンビニエンスストアで納付できな
い場合があります）
※口座振替を利用している人は、納
期限の日が振替日です。
▽その他　納税通知書には、納めた
後の納税証明書が添付されており、
自動車の継続検査（車検）の際に使
用できますので、大切に保管してく
ださい。また、転居などで納税通知
書が届かない場合や、一度に納付で
きない事情がある場合には問い合わ
せを。
※東日本大震災により滅失または損
壊した自動車に対しては、代替取得
自動車に係る自動車取得税・自動車
税が非課税となる場合がありますの
で、詳しくはご相談ください。
■問中南地域県民局県税部納税管理課
（☎32・4341）

津軽の名人・達人バンク

　「津軽の名人・達人バンク」とは、
津軽地域の文化、芸術、スポーツ、
レクリエーション活動などの生涯学
習の振興に寄与するため、さまざま
な分野において一芸に秀でた人材
を「津軽の名人・達人」として登録
し、学校・施設・団体・サークルな
どで講師・指導者として利用しても
らうものです。「○○を学びたいけ
ど、教えてくれる人に心当たりがな
い…」そんな時は、「津軽の名人・
達人バンク」で探してみませんか。
○利用方法
　「名人・達人」は各市町村窓口、
公共施設などに設置している登録者
名簿か、津軽広域連合ホームページ
でご覧になれます。希望や目的に
あった「名人・達人」を見つけたら、
利用者が直接連絡を取り、協力を依
頼してください。指導・支援の詳細
については、「名人・達人」と話し
合いの上、決定してください。
○講師派遣事業を実施中
　この事業は、圏域内にある学校、
児童施設および福祉施設などが授

業・課外活動・行事・イベント等で「津
軽の名人・達人バンク」を利用する
際に、講師派遣にかかる謝礼・交通
費などを広域連合が負担するもので
す。利用を希望する場合は、ホーム
ページから利用申込書のダウンロー
ドができますので、必要事項を記入
の上、郵送してください。
○「名人・達人」として登録したい
人は
　地域のために自分の知識や特技を
役立てたいと考えている人なら誰で
も「名人・達人」に登録することが
できます。資格・基準は一切ありま
せん。ホームページから情報登録申
込書のダウンロードができますの
で、必要事項を記入の上、Ｅメール
または郵送してください。
■問津軽広域連合「津軽の名人・達人
バンク」係（〒036・1393、賀田
１丁目１の１、☎ 82・1201、■Ｈ
http://tsugarukoiki.jp/）

国の教育ローン（日本政策金
融公庫弘前支店国民生活事業）
　高校・大学などへの入学時や在学
中に掛かる費用を対象とした公的な
融資制度です。
▽融資額　学生・生徒１人当たり
300万円以内
▽利率　固定金利…年 2.65％（母
子家庭の人は年2.25％）
※平成24年 5月 16日現在。
▽返済期間　15年以内（母子家庭
などの人は18年以内）
▽返済方法　毎月元利均等返済
※ボーナス時増額返済も可能です。
■問教育ローンコールセンター（☎ナ
ビダイヤル 0570・008656、☎
東京 03・5321・8656）／窓口
での相談…日本政策金融公庫弘前支
店（上鞘師町、☎36・6303）

健 康 相 談

　「生活習慣病の予防について」「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。
▽７月の相談日　３日・17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）

身体障害者巡回診査

　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。
該当する人は受診するようお願いし
ます。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９日（月）の午前９時
半～正午（受け付けは午前 9時～
11時）
▽ところ　身体障害者福祉センター

（八幡町１丁目）
▽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／補装
具の交付を受けようとするために判
定が必要な人／障がいの程度に変更
があると思われる人／身体障がい者
で、生活、医療、施設入所などの相
談を希望する人
▽持ち物　身体障害者手帳（所持者
のみ）、印鑑
※身体障害者手帳の交付（再交付）
を申請する人は、顔写真（縦４㎝×
横３㎝）１枚が必要です。
■問福祉総務課障がい福祉係（市役所
１階、☎40・7036）
※身体障害者手帳の障がい程度の再
認定が必要な人は、指定医師のいる
医療機関でも再認定診断書が作成で
きます（有料）。

　市では、がんの早期発見と正しい健康意識の普及および啓発を図り、健
康保持・増進を図ることを目的として、国の方針に基づき、「がん検診推
進事業」を実施する予定です。対象となるのは下記に該当する人です。
　対象年齢に該当する人で、平成 24年４月 20日現在、弘前市に住民登
録のある人には、７月中に無料クーポン券および検診手帳を発送する予定
です。なお、既に市の子宮・乳・大腸がん検診を受診し、自己負担金を支
払った人には、自己負担金を助成しますので、領収書の保管をお願いしま
す。詳しくは、クーポン券などと一緒に送付されるお知らせをご覧くださ
い。また、４月21日以降に弘前市に転入した対象年齢の人は、前住所地
の市町村からクーポン券が発行されます。既に前住所地の市町村からクー
ポン券が送付されている人は、お問い合わせください。
■問土・日曜日、祝日を除く午前８時半～午後５時に、健康推進課（野田２
丁目、弘前市保健センター内、☎ 37・3750）へ。

対象年齢 生年月日
20 歳 平成３（1991）年４月２日～平成４（1992）年４月１日
25歳 昭和61（1986）年４月２日～昭和62（1987）年４月１日
30歳 昭和56（1981）年４月２日～昭和57（1982）年４月１日
35歳 昭和51（1976）年４月２日～昭和52（1977）年４月１日
40歳 昭和46（1971）年４月２日～昭和47（1972）年４月１日

子宮頸がん（女性）

乳がん（女性）・大腸がん（男性・女性）

※対象年齢はともに平成 24年４月 1日現在。

がん検診推進事業
子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診無料クーポン券

対象年齢 生年月日
40 歳 昭和46（1971）年４月２日～昭和47（1972）年４月１日
45歳 昭和41（1966）年４月２日～昭和42（1967）年４月１日
50歳 昭和36（1961）年４月２日～昭和37（1962）年４月１日
55歳 昭和31（1956）年４月２日～昭和32（1957）年４月１日
60歳 昭和26（1951）年４月２日～昭和27（1952）年４月１日

対象年齢の人に
発送します
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人の動き PopulationPopulation

・人口　  181,543 人　 （＋626）
　 男　　  83,063 人　 （＋380）
　 女　　  98,480 人　 （＋246）
・世帯数　 71,196 世帯（＋371）
平成 24年５月１日現在（推計）

国家公務員（税務職員）
採用試験
　仙台国税局では、税務のスペシャ
リストとして活躍するバイタリ
ティーあふれる税務職員（高校卒業
程度）を募集しています。
▽受験資格
①４月１日現在、高校または中等教
育学校を卒業した日から起算して３
年を経過していない人および平成
25年３月までに高校または中等教
育学校を卒業する見込みの人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽申し込み方法　６月 26 日～７
月５日に、インターネット（申込
専用アドレス http://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.html）で申
し込んでください。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、最寄りの税務署、仙
台国税局人事第二課または人事院東
北事務局に受験申込書を請求し、７
月２日～ 10 日に、郵送（７月 10
日の消印有効）または持参してくだ
さい。
■問 人事院東北事務局（☎ 022・
221・2022）／仙台国税局人事
第二課試験研修係（☎仙台 022・
263・1111、内線 3236）

弘前マルシェ FORET
（フォーレ）出店者募集
　弘前のおいしいものが気軽に手に
入る農産物直売青空市場「弘前マル
シェ FORET（フォーレ）」が７月
１日から開催されます。現在、出店
者（農産物・農産加工品生産者およ
び飲食物・物産品販売者など）を募
集しています。

▽とき　７月１日～ 10月 28日の
毎週日曜日および11月 24日（土）
▽ところ　JR弘前駅と上土手町を
結ぶ弘前駅前歩行者専用道路（えき
どてプロムナード）および駅前公園
▽出店料（３×３㎡区画１回当た
り）　農産物・農産加工品出品者＝
2,000 円（テント・道具・陳列箱
貸し出し付き）／飲食物・物産品販
売者など＝ 1,000 円（テントなど
の貸し出しなし）
※テントの貸出数には限りがありま
す。
▽募集期間　随時受け付け（開催期
間中も可）
※募集内容の詳細については、ホー
ムページをご覧ください。
■問 弘前マルシェコンソーシアム
（ ☎ 31・0508、 ■Ｆ 31・0509、
■Ｅ info@foret-hirosaki.jp、 ■Ｈ
http://www.foret-hirosaki.jp/）
※電話での問い合わせは平日の午前
９時半～午後６時に。

市職員募集
医療職（薬剤師・看護師・臨床
検査技師・視能訓練士）

▽資格　日本国籍を有し、それぞれ
の免許を既に有する人または、平成
25年５月 31日までに免許取得見
込みの人（各職種共通）
薬剤師＝昭和 58年４月２日以降に
生まれた人／看護師＝昭和 38年４
月２日以降に生まれた人／臨床検査
技師＝昭和 58年４月２日以降に生
まれた人／視能訓練士＝昭和 58年
４月２日以降に生まれた人
▽採用予定　薬剤師＝２人／看護師
＝14人／臨床検査技師＝1人／視
能訓練士＝1人
▽試験　７月22日（日）、市役所（上
白銀町）

有 料 広 告 有 料 広 告

市
町
村
イ
ベ
ン
ト
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と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
1 日～
10月 31日

ひらか和！入浴ラリー 温泉に入浴し、スタンプを集めて応募すると、抽選で豪華賞品が
当たります

同実行委員会事務局（柏木温泉内、
☎ 44・7600）

23日・24日 2012カヌースラローム・ワイ
ルドウォータージャパンカップ

国内最高峰のカヌー大会。全国各地から集まった選手たちが果敢
に激流に挑み、熱戦を繰り広げます

同実行委員会事務局（西目屋村総
務課内、☎85・2800）

24日 第13回よさこい津軽 今年も土手町通りを会場に開催！参加者・観客が一体となって楽
しめる祭りです

同実行委員会事務局（弘前商工会
議所内、☎33・4111）

24日 たけのこマラソン大会 誰でも楽しめるマラソン大会。今年からハーフ種目を新設 同実行委員会（☎46・2104）
24日 押し花教室 古代米、紫稲を利用して額の中に自然を表現してみませんか 田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎58・4689）

７
月

８
月

６
月

１日 ふじワングランプリ B-1形式でふじさきグルメのNo.1を決定！プレゼントもあり 藤崎町企画財政課（☎ 75・3111）
４日～７日 横町夜店まつり（黒石市）七夕飾りが通りを彩り、露店や各種イベント盛りだくさん 横町向上会（☎ 52・3060）
15日 クラシックカークラブ青

森ミーティングinこみせ
懐かしい旧車が全国から集合。参加車両による市内パレードが行
われます

黒石商店街協同組合（☎ 53・6030）

22日 ゲールカイトフェスタin西
目屋　白神凧揚げ国際大会

世界遺産白神山地のふもとに国内外のたこ愛好家が集い、自慢の
たこを揚げます

目屋観光協会（西目屋村総務課内、
☎ 85・2800）

28日～８月５日 北限に見る蓮の花まつり 蓮の花が咲き誇る猿賀公園で、フォトコンテストなど催し物多数 平川市商工観光課（☎ 44・1111）
29日 どろリンピック 親子・友人同士で泥まみれになって楽しみませんか 田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎58・4689）
30日～８月５日 黒石ねぷたまつり 約70台のねぷたが集合。合同運行は 7/30 と 8/2 です 黒石青年会議所（☎ 52・3369）

だより “津軽”の話題満載

　猿賀神社の鏡ヶ池に咲く蓮の花は、群生地として北限
といわれており、毎年夏の風物詩として親しまれていま
す。ちょうど見ごろを迎える７月下旬から開催されるこ
のまつりでは、ガイドと一緒に盛美園などを歩くミニツ
アーや津軽三味線の生演奏、フォトコンテストなど、さ
まざまなイベントが行われる予定です。まつりの詳細に
ついては、決まり次第ホームページなどでお知らせしま
す。ぜひこの機会に足を運んで、北限に咲く優雅でかれ
んな蓮の花を堪能してはいかがですか。
▽とき　７月28日～８月５日
▽ところ　猿賀公園（平川市猿賀石林）
▽問い合わせ先　平川市商工観光課（☎44・1111）

　近年、つつじの名所として県内外からの観光客を集め
る県立自然公園「茶臼山公園」園内には、遊歩道沿いに
自然石に俳句を刻した句碑が設置されており、「俳句の
小径（こみち）」としても親しまれています。この句碑は、
高浜虚子門下で四天王とうたわれた俳人増田手古奈の
80歳を記念して、大鰐在住の俳句グループが昭和 51
年に設置したものです。また、園内には 75 科、300
種ほどの植物も生育し、平成４年には「茶臼山自然植物
園」も開園されました。新緑に包まれる「俳句の小径」
を散策しながら、一句詠んでみませんか。
▽ところ　大鰐町大鰐字茶臼館
▽問い合わせ先　大鰐町企画観光課（☎48・2111）

１日～７日 弘前ねぷたまつり 大小約80台のねぷたが、市内を勇壮・華麗に練り歩きます 弘前市観光物産課（☎ 35・1128）
２日・３日 平川ねぷたまつり 2012 今年も高さ 11ｍの「世界一の扇ねぷた」が出陣 平川市商工会（☎ 44・3055）
４日 第37回田舎館村ねぷた合同運行 各地区の子どもからお年寄りまで参加。村内のねぷた約15台が出陣 田舎館村中央公民館（☎ 58・2250）
８日～10日 2012りんご灯まつり 「りんご山笠」は９日夕方に運行します 板柳町経済課地域振興係（☎73・2111）
12日 栃ノ海杯少年相撲大会 県内外の小・中学生力士が熱戦を繰り広げます 田舎館村中央公民館（☎ 58・2250）
14日 2012りんごの里いたやなぎ花火大会 3,000 発の花火が夏の夜空を彩ります 板柳町商工会（☎ 73・3254）
15日・16日 黒石よされ流し踊り 約3,000 人の踊り子による流し踊り。飛び入り参加も可 同実行委員会事務局（☎ 52・3488）

津軽広域連合は、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８市町村により、要介護認定審査・障害程度区分
判定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

北限に見る蓮の花まつり 県立自然公園「茶臼山公園」
平川市 大鰐町

お詫びと訂正
　広報ひろさき５月１日号の 10
ページに掲載した水道料金の表
中、従量料金第３段階に「5,000
㎥以上」とあるのは「5,001㎥以
上」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問 上下水道部総務課（☎ 36・
8100）

●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

▽試験科目　薬剤師＝大学卒業程度
の教養試験／看護師＝適性検査・短
大卒業程度の教養試験／臨床検査技
師・視能訓練士＝短大卒業程度の教
養試験／各職種共通＝性格検査・面
接試験
▽合格発表予定日　８月22日（水）
▽受験申込書の提出方法　人事課
（市役所３階、窓口 302）で交付す
る受験申込書に記入し、６月 28日
（必着）までに郵送または持参して
ください。なお、受け付けは土・日
曜日を除く午前８時半～午後５時で
す。
■問人事課職員係（〒 036・8551、
上白銀町１の１、☎35・1119）
※募集要項は、市のホームページに
も掲載しています。

みこ姿のガイドが園内を案内します 温泉街を眼下に見ながら、小高い丘を縫うよう
に遊歩道は続きます
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パブリックコメントを実施

弘前駅前地区再開発ビル
公共的利活用計画（案）の

　市では、「株式会社マイタウンひろさき」が再生を目指す弘前駅前地区再開発ビル再生事業が、魅力あ
る商業機能と人が集う時間消費型の機能を導入するものであり、中心市街地の活性化に寄与することから、
中心市街地活性化基本計画に位置付け、当該施設が市民の利便性につながるよう、公共的な活用策を検討
してきました。
　このたび、公共的利活用計画の素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　６月15日～７月 13日（必着）
▽計画（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、午前８時半～
午後５時）
　商工労政課（市役所６階）、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（土手町分庁舎内）、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公共的利活用計画（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、「再開発ビル公共的利活用計画
（案）への意見」など）を記入し、次のいずれかの方
法で提出を。
①郵送…〒 036・8551、上白銀町１の１ 、商工労
政課あて
②商工労政課へ直接持参
③ファクス…35・1105
④ Eメール…shoukou@city.hirosaki.lg.jp
⑤「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
※記入漏れがある場合は意見として受け付けませんの
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、利活用計
画策定の参考とするほか、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　商工労政課（☎35・1135）

パブリックコメントを実施

意見や提案をお寄せください

■編集発行　弘前市企画部広聴広報課　〒 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/
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