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…利用可能施設
…利用可能エリア
…電波状況が改善されるエリア

公衆無線 LAN
（Hirosaki City Free Wi-Fi）が
利用できます

賀田橋

北の郭
武徳殿

本丸

緑の相談所

未申櫓

市立観光館藤田記念
庭園洋館 市役所

弘
前
文
化
セ
ン
タ
ー

植物園休憩所

※樹木・建物・土塁などの影響や、建物の構造、使用機種などにより、電波の伝搬範囲が異なります。また、上記のエリア内であって
も接続が困難になる場合がありますので、ご了承ください。なお、メンテナンスなどのため、事前の予告なく利用時間内にサービスを
停止することがあります。

 施設名 場　所 利用時間
通常時 さくらまつり会期中

屋　外 弘前公園 上図参照 午前７時～午後５時 午前７時～午後９時

屋　内

緑の相談所 ロビー 午前８時半～午後５時 午前８時半～午後９時
武徳殿 施設内 午前８時半～午後５時 午前７時～午後９時
市立観光館 １階ロビー 午前９時～午後６時　 午前８時～午後９時
弘前文化センター １階ロビー 午前８時半～午後６時 午前８時半～午後９時
百石町展示館 施設内 午前９時～午後６時　 午前９時～午後８時
まちなか情報センター 施設内 午前９時～午後６時　 午前９時～午後９時
観光案内所 施設内 午前８時45分～午後６時　 午前８時～午後７時
りんご公園 施設内外 午前９時～午後５時　 同左
藤田記念庭園 洋館１階 午前９時～午後５時　 午前８時～午後６時
市役所 １階ロビー 午前８時半～午後６時　 同左

　弘前公園内の公衆無線 LANアクセスポイントの増
設などを行い、４月23日より、さらに快適に利用で
きるようになります。また、市内の公共施設や観光施
設でも利用できます。
▽利用可能エリアおよび施設（既存施設を含む）　下
表のとおり
▽利用料　無料
▽対応機器　無線 LANに対応したスマートフォンな
どの機器（携帯型情報端末など）
▽利用方法　
①スマートフォン等の「ワイヤレスの設定」を開く。
②「Wi-Fi の設定」を開く。
③自動的に表示される SSID「hirosaki-wireless」
を選択し、続けてパスワードに「wi-fi&hirosaki」
と入力。
④ブラウザを起動すると、認証画面が表示されるので
「利用規約」に同意後、メールアドレスを登録。登録
後はそのまま利用可能。
▽利用上の注意
・青少年の健全育成対策として、一定の閲覧制限を行っ
ていますので、ご了承ください。
・端末などの電源は、利用者が準備してください。各
施設および公園内の電源は使用できません。
※接続方法などの詳細は市ホームページ（http://

www.city.hirosaki.aomori.jp/kanko/wi-fi/
index.html）に掲載していますのでご覧ください。
▽問い合わせ先　情報システム課（☎35・1133）

ますます便利
になりますよ～

弘前公園周辺拡大図
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　　観光ボランティア
　弘前観光ボランティアガイドの皆さんが案内しま
す。追手門と東門付近に詰め所がありますので、気軽
にご利用ください。
▽案内時間　まつり期間中の午前９時～午後５時（受
付は午後４時まで）
※事前予約は受け付けていません。
▽案内範囲　弘前公園、弘前市内および周辺
▽ガイド料　無料
▽問い合わせ先　弘前観光ボランティアガイドの会
（市立観光館内、☎35・3131）

　　車いす応援隊
　車いす応援隊では、さくらまつりに来園した車いす
利用者の介助や、車いすの貸し出しを行います。
▽活動日時　まつり期間中の午前９時～午後４時
※事前予約は受け付けていません。
▽活動場所　弘前公園内
▽利用料　無料
▽問い合わせ先　弘前市ボランティアセンター（☎
33・2039）

開会式 4 月 23 日、午前 10 時～／下
乗橋前

演芸場
（護国神社前）

津軽の郷土芸能などを、まつり
期間中随時披露

2013 津軽三味線
全国大会

5 月 3 日・4 日、開場＝午前 9
時／弘前文化センター（下白銀
町）／入場料…当日券＝ 2,000
円、両日券＝ 3,500 円／問い
合わせ先　21 津軽三味線ネッ
トワークジャパン津軽三味線全
国大会実行委員会事務局（佐々
木さん、☎ 27・6438）

2013 津軽五大民謡
全国大会

5 月 5 日、開演＝午前 10 時／
弘前文化センター（下白銀町）
／入場料＝ 1,000 円／問い合
わせ先　陸奥新報社事業部（☎
34・3111）

◎弘前公園内では火気の使用はできません。
◎ごみの削減・持ち帰りにご協力ください。
◎弘前公園までは公共交通機関のご利用を。

ご協力を

弘前城（本丸・北の郭）入園料 ４月 23 日～５月６日

午前７時～午後９時
大人（高校生以上）300 円（240 円）
子供（小・中学生）100 円（  80 円）

弘前城史料館（天守）への入館料を含む。
※午後９時以降は無料（史料館は午後９時で閉館）。
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）

弘前城植物園・藤田記念庭園入園料

午前９時～午後６時
大人（高校生以上）300 円（240 円）
子供（小・中学生）100 円（  80 円）

入園券の発売は午後５時半までで、植物園、記念庭園それ
ぞれで入園料が必要／休園日…なし
※ 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、身分を証明できるものの
提示を。
◆問い合わせ先　植物園（☎ 33・8733）／記念庭園（☎
37・5525）

お得なセット（弘前城・植物園・記念庭園）入園料

午前９時～午後６時
大人（高校生以上）500 円（450 円）
子供（小・中学生）160 円（130 円）

◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）
通年券（購入日から１年間有効、期間中何度でも入場可）
・３施設（弘前城・植物園・記念庭園）共通通年券
大人（高校生以上）  …2,000 円 子供（小・中学生）…600 円
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）／植物園（☎
33・8733）／記念庭園（☎ 37・5525）
・３施設（弘前城・植物園・記念庭園）各通年券
大人（高校生以上）  …1,000 円 子供（小・中学生）…300 円
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）
※料金の（　）内は 10 人以上の団体料金。

期間中の臨時駐車場期間中の臨時駐車場 ＝有　料
＝無　料

※
臨
時
無
料
駐
車
場（　
）
は
、

夜
間
は
閉
鎖
し
ま
す
（
午
後
６

時
ま
で
利
用
可
）。

　　シャトルバスを運行
　堀越雪置き場を臨時駐車場とし、堀越雪置き場から
上下水道部（茂森町、弘前公園まで徒歩約５分）まで
の往復シャトルバスを運行します。
▽運行日　４月27日～５月６日（計10日間）
▽運行時間
○堀越雪置き場発　午前 10時以降 30分おき→最終
は午後３時
○上下水道部発　午前 11時以降 30分おき→最終は
午後５時半
▽臨時駐車場利用料　無料
▽シャトルバス乗車料　無料
▽問い合わせ先　観光政策課（☎35・1128）
■開花状況やまつり期間中の催しなど、まつりに関
する問い合わせ先　市立観光館（追手門広場内、☎
37・5501／まつり期間中は午後９時まで開館）
※弘前公園の桜情報は、インターネット（http://
www.hirosakipark.or.jp/) でも閲覧できます。

　　ライド・トゥー・パーク社会実験
　　～中心市街地誘導型パークアンドライド～
　４月27日～５月６日の期間中、中心市街地の渋滞
緩和と街歩きの誘導を図るため、郊外に臨時無料駐車
場を設置し、土手町まで無料シャトルバスを運行する
社会実験を行います。また、弘南鉄道大鰐線利用者は
弘前公園入園料が無料となる実験も併せて行いますの
で、ぜひご利用を。詳細は４・５ページをご覧ください。
▽問い合わせ先　都市政策課（☎35・1134）

　　カラーコーンの設置にご理解・協力を
　さくらまつり期間中は、違法駐車車両の排除や交通
渋滞の防止、無理な横断者の交通事故防止を図るため、
東門から亀甲町交差点にかけてカラーコーンを 140
本設置しています。これについて、「美観を損ねる」「自
転車走行の妨げになっている」などの理由から撤去要
望がありますが、県内外から訪れる観光客の安全・安
心を第一に、道路における危険防止と円滑な交通の流
れを確保するために必要な措置ですので、ご理解とご
協力をお願いします。
▽問い合わせ先　弘前警察署交通第二課（☎ 32・
0111）

弘前
さくらまつり
会期：４月 23 日～５月６日（午後 10 時まで夜間照明を点灯）
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ライド・トゥー・パークとは…

　自家用車や電車、観光バスなどで弘前公園を訪れよ
うとする市民や観光客を中心市街地に誘導し、街なか
のにぎわいにつなげようとするものです。

中心市街地誘導型パークアンドライド

　さくらまつり期間中の、中心市街地の渋滞緩和と街
歩きの誘導を図るため、昨年に引き続き、郊外型の臨
時駐車場などを活用した社会実験を行います。
　昨年実施した国道７号隣接の弘果弘前中央青果の臨
時駐車場のほか、今年は弘南鉄道大鰐線沿線にも臨時
駐車スペースを確保し、弘果から土手町までのシャト
ルバスの運行と、定時性のある弘南鉄道大鰐線の利用
により、混雑が予想されるさくらまつり期間に、市民
や観光客が中心市街地や弘前公園を訪れやすくする実
験を行います。
　また、弘南鉄道大鰐線の利用促進につなげるため、
同線を利用して中央弘前駅で降車した人については、
弘前公園の入園料を無料とします。
　弘前公園まで徒歩圏内の土手町と弘南鉄道中央弘前
駅から、中心市街地の魅力を紹介したガイドマップを
片手に街なかの散策を楽しんでみませんか。
　なお、土手町分庁舎の空きスペースも臨時駐車場と
して利用できます。
【臨時駐車場】
▽実施期間　４月27日～５月６日
▽利用料　無料
▽臨時駐車場（収容台数）　①弘果弘前中央青果（400
台）、②弘南鉄道大鰐線沿線駐車場…大鰐駅（50台）、
石川プール前駅（20台）、石川駅（５台）、津軽大沢
駅（８台）、③土手町分庁舎（75台）
▽利用可能時間　①③…午前８時半～午後６時（③は
４月30日～５月２日の平日の利用は不可）／②…午
前６時～午後10時半

【シャトルバス】
▽運行日　４月27日～５月６日
▽乗車料　無料
▽運行区間　弘果弘前中央青果～土手町（南瓦ヶ町バ
ス停）
▽運行時間　
○行き：弘果発…午前９時以降 30分おき→午後３時
最終
○帰り：土手町発…午前９時半以降 30分おき→午後
５時半最終
【弘南鉄道大鰐線利用者の弘前公園入園料無料につい
て】
▽実施期間　４月27日～５月６日
▽対象　弘南鉄道大鰐線を利用し、中央弘前駅で下車
した人
※中央弘前駅改札口で発行される「乗車証明書」を公
園券売所に提出すると、弘前城本丸・北の郭、植物園、
藤田記念庭園の３施設が無料（乗車当日に限る）とな
りますので、ぜひご利用ください。
【街歩きガイドマップ】
　マップは市および弘前観光コンベンション協会、弘
南鉄道などのホームページに掲載しているほか、臨時
無料駐車場、中央弘前駅、一部の道の駅などに備え付
けています。

■問い合わせ先　都市政策課（☎ 35・1134）

～中心市街地誘導型パークアンドライド～

シャトルバス

・無料駐車場
　駐車台数：400台

①弘　果

・無料駐車場
　駐車台数：75台

③土手町分庁舎

７
弘前公園

102

街歩き

弘南鉄道

②弘南鉄道大鰐線沿線駐車場
・無料駐車場　駐車台数：大鰐駅…50台
　　　　　　　　　　　　石川プール前駅…20台
　　　　　　　　　　　　石川駅…５台
　　　　　　　　　　　　津軽大沢駅…８台

ライド・トゥー・パーク
社会実験の実施

ライド・トゥー・パーク
社会実験の実施
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分
野№ 講座名 主な内容 担当課等

市
　
政

1 弘前市アクションプラン 弘前市アクションプランについて 行政経営課

2 市政への満足度は？～弘前市市民評価アンケート～
弘前市を住みよいと思う市民の割合や、各施策の満足度
などを市民が評価したアンケートの実施結果について 行政経営課

3 弘前市の行政改革 行政改革の取り組みについて 行政経営課
4 指定管理者制度 指定管理者制度について 行政経営課
5 弘前市の行政組織 市の組織について 人材育成課
6 情報公開制度のしくみ 情報公開制度の利用方法について 法務契約課
7 弘前市の個人情報保護のしくみ 制度の内容について 法務契約課

8 あなたと市政をつなぐ広聴広報活動
市長車座ミーティング、わたしのアイデアポストの利用の仕方をはじ
め、広報ひろさき、ウェブサイトやテレビ・ラジオ放送などについて 広聴広報課

9「いいかも !! 弘前」シティプロモーション
弘前市の自慢の魅力を内外にPRするシティプロモーシ
ョン推進事業について 広聴広報課

10弘前市の財政 市の予算編成、財政の現状 財務政策課

11弘前市の地域情報化 ICT（情報通信技術）を利用した取り組み・地域情報化
について 情報システム課

12市民税・県民税について 市民税 ･県民税の計算方法、申告書の書き方 市民税課
13固定資産税・都市計画税について土地や家屋の評価のしくみと税金の計算方法について 資産税課
14市税の収入 市民税、固定資産税の収入実績や各種納付方法について 収納課
15男女共同参画社会Ⅰ 男女共同参画社会について 市民協働政策課
16男女共同参画社会Ⅱ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について市民協働政策課

17弘前市市民参加型まちづくり１％システムとは？
弘前市市民参加型まちづくり１％システムについて（事
業概要、採択事例など） 市民協働政策課

産
　
業

18農業経営者応援講座 認定農業者制度 ･農業金融制度の概要、農業経営改善計
画の作り方 農業政策課

19農家の家族経営協定のはなし 家族経営協定とは、協定書の締結まで  農業委員会事務局
20中小企業のための融資制度 主な融資 ･助成制度について 商工政策課
21中心市街地の活性化 中心市街地活性化基本計画の概要と取り組み 商工政策課

観
　
光

22弘前市の特産品 弘前の特産品いろいろ 商工政策課

23弘前感交劇場 津軽地域全体を一つの劇場ととらえ、観光客と地域住民がともに共感共鳴
できる、「感動と交流」の旅のスタイルを展開する、弘前の新たな観光施策観光政策課

24弘前市の四大まつり 主なお祭りのいろいろ 観光政策課
25弘前公園のサクラ サクラの歴史と管理の工夫について 公園緑地課
26弘前公園の古木名木 弘前公園にある歴史的な古木名木の紹介 公園緑地課
27弘前市の保存樹木 大切にしたい保存樹木をスライドなどで紹介 公園緑地課
28弘前城植物園の楽しみ方 植物の種類と花の見ごろ 公園緑地課

都
市
基
盤

29私道整備の補助制度 制度の概要、事業の進め方、負担割合 建設政策課
30地震からわが家を守ろう 木造住宅の耐震診断と耐震改修について 建築指導課

31都市計画とまちづくり 土地の利用や建物の建て方のルール、道路や公園の計画
など、まちづくりに必要な内容について 都市政策課

32弘前市の景観計画 岩木山の眺めや城下町のまちなみなど、弘前ならではの
景観を守り、創り、育てるための取り組みについて 都市政策課

分
野№ 講座名 主な内容 担当課等

都
市
基
盤

33みんなで考えよう！くらしの中の公共交通 路線バスをはじめとする公共交通の現状と活性化について 都市政策課

34 緑化推進について くらしに役立つ緑の働きと重要性など 公園緑地課

35 弘前型スマートシティ 弘前型スマートシティの概要と取り組みについて スマートシティ
推進室

36 水道とくらし 水が蛇口から出るまで 上水道施設課

安
全
・
生
活
環
境

37 地域防災対策 地域や家庭で行う災害への備えと防災活動について 防災安全課
38 弘前市国民保護計画 弘前市国民保護計画の内容について 防災安全課
39 悪質商法について 消費者被害の多い悪質商法手口紹介や対応方法について 市民協働政策課

40 はじめよう！ボランティア ボランティアの楽しみ方と活動（一般ボランティアと災
害ボランティア） 市民協働政策課

41 わかりやすい戸籍の届出 戸籍のしくみ、各種届出の書き方 市民課
42 くらしの中の雪対策 除排雪の方法、消 ･流雪溝・雪置き場の利用について 道路維持課
43 高齢者等の交通安全 高齢者等が交通事故に遭わない、起こさないためのポイント都市政策課
44 分別ごみとリサイクル ごみ収集の現状、分別ごみのゆくえ 環境管理課

45 はじめよう！ダンボールコンポスト
家庭で簡単に生ごみを利用して堆肥（たいひ）を作る、
ダンボールコンポストの作り方　 環境管理課

46 クイズで楽しくエコライフ！ 地球温暖化について、クイズで楽しく学ぶ 環境管理課

47 エコストア・エコオフィスになろう！ 事業者向けエコ活動のすすめ 環境管理課

48 くらしの中の再生可能エネルギー私たちのくらしの中に再生可能エネルギーをどのように活用できるのかについて
スマートシティ
推進室

49 防火の豆知識 火災等に対して身近に知っておきたいこと 消防本部

50 住宅防火対策 住宅用火災警報器などの防災機器の種類、しくみ、取り
付け方など、住宅火災から身を守るための対策について 消防本部

51 あなたも出来る応急手当 応急手当、救急蘇生法（AEDを含む）、119番への通報要領消防本部

子
育
て

52 保育所のはなし 保育料の決定方法、入所状況 子育て支援課

53 児童の福祉Ⅰ 児童館 ･児童センターの事業と利用方法、放課後児童健
全育成事業（なかよし会クラブ）について 子育て支援課

54 児童の福祉Ⅱ 児童手当と子ども医療費の受給資格など 子育て支援課
55 母子等の福祉Ⅰ 児童扶養手当とひとり親家庭等医療費の受給資格など 子育て支援課
56 母子等の福祉Ⅱ DV（ドメスティックバイオレンス）と児童虐待について 子育て支援課

57 Smile弘前子育てマスタープランSmile 弘前子育てマスタープランの内容および主な施策について 子育て支援課

58 青少年健全育成 非行の現状、非行防止対策、環境浄化対策 少年相談センター

教
　
育
59 生涯学習は好奇心がスタート～いつでもだれでもどこでも～

いつどこでどんな講座があるの？今まで学んできたこと
を誰かに教えてみたい！そんなあなたのリクエストにお
応えします

生涯学習課

60 公民館は学びの支援隊 学び合い、つながり合える学びの場をご案内します 中央公民館

健
康
・
福
祉

61 健康体操講座 手軽に出来る健康体操 文化スポーツ振
興課

62 障がい者の福祉サービス 障がい者の認定と申請および各種サービスについて 福祉政策課

63 成年後見制度で安心な老後を 認知症などで判断力が十分でない人の権利や財産を守る
ために活用できる、成年後見制度について 福祉政策課

64 介護保険制度のしくみ 介護保険制度の概要 介護福祉課
65 高齢者の福祉 高齢者のための介護保険以外のサービスについて 介護福祉課
66 国民健康保険制度のしくみ 制度の概要、医療給付の内容、各種届出 国保年金課
67 後期高齢者医療制度のしくみ 制度の概要 国保年金課

68 国民年金制度のしくみ 国民年金の保険料、保険料免除・納付猶予制度、受給資格、
各種届出 国保年金課　 

69 はじめよう健幸マイレージ 楽しく健康づくりに取り組めるよう健幸マイレージ制度
について説明します 健康づくり推進課

70 健康づくり講座 知って得する糖尿病、認知症を支える正しい理解、ここ
ろの健康 健康づくり推進課

71 健康な食生活講座 妊婦の食生活、生活習慣病予防の食生活、高齢者の食生活、
親子で見直す食生活、幼児・学童・思春期の食生活 健康づくり推進課

72 予防接種について 予防接種の種類、定期の対象年齢、接種間隔、一般的注
意事項について 健康づくり推進課

73 子どもの事故予防講座 子どもに多い事故とその予防法について 健康づくり推進課
そ
の
他

74 市議会のしくみ 市議会の進め方、市政と市議会の関係 議会事務局
75 選挙のしくみ 選挙の概要と選挙運動等について 選挙管理委員会

事務局

　市では、より多くの皆さんの意見を市政に反映させ
るため、「弘前市出前講座」を実施しています。
　講座メニューも、本年度から新たに「『いいかも !!
弘前』シティプロモーション」「はじめよう健幸マイ
レージ」「弘前型スマートシティ」の３講座を追加し、
75講座となっています。気軽にご利用ください。
※出前講座のパンフレットは、広聴広報課（市役所

平成 25 年度

弘前市出前講座
３階、窓口 308）のほか、岩木・相馬の各総合支所、
各出張所などにも用意しています。また、市ホームペー
ジでもご覧になれます。
▽問い合わせ・申込先　広聴広報課広聴広報担当
（〒036・8551、上白銀町１の１、☎35・1194、ファ
クス35・0080）

豊富なメニューでお待ちしています

昨年、桔梗野小学校で行われた「地域防災対策」
の出前講座の様子
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市政情報
Town Information

　市では４月１日から、土地・家屋の価格等縦覧帳簿
の縦覧を行っています。
　市内に所有する土地の固定資産税納税者は、土地価
格等縦覧帳簿（所在・地番・地目・地積・価格を記載）を、
また家屋の固定資産税納税者は、家屋価格等縦覧帳簿
（所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格を記載）
を見ることができます。縦覧の際は、運転免許証など
本人確認ができるものを、納税者または納税者と同居
の親族等以外の代理人は同意書も持参してください。
▽縦覧期間　５月31日までの午前８時半～午後５時

（土・日曜日、祝日を除く）
▽縦覧場所　資産税課（市役所２階、窓口 211）、岩
木・相馬総合支所民生課
▽問い合わせ先　資産税課土地係（☎ 40・7028）・
家屋係（☎ 40・7029）／ 岩木総合支所民生課（☎
82・1628）／相馬総合支所民生課（☎ 84・2111、
内線 808）
※平成 25年度の固定資産税・都市計画税の納税通知
書は５月１日に発送します。

平成25年度分介護保険料が年金から差し引かれます介護福祉課から
のお知らせです

　平成 25年度分の介護保険料は、４・６・８月支給
の年金から前もって差し引く（仮徴収）分と、10月
から来年２月の支給年金から差し引く（本徴収）分の
合算により納付することになります。
　すでに年金から差し引きされている人（下表①）は
２月に差し引かれた介護保険料額と同額を、４月から

新たに年金から差し引かれることになった人（下表②）
は24年度の保険料額に応じた額を、４月に支給され
る年金から25年度介護保険料の仮徴収分として差し
引きます（下表参照）。
▽問い合わせ先　介護福祉課介護保険料係（市役所２
階、窓口251、☎ 40・7049）

農業用ハウス雪害対策事業大雪の被害を受け
た農家の皆さんへ

　市では、平成 24年 12月からの大雪により損壊し
た農業用ハウスの復旧経費に対して、補助を行います。
▽対象者　市内に住所を有する農家（自給的農家を除
く）
▽補助経費　平成 25年１月１日～ 10月 31日の農
業用ハウスの復旧経費（ただしパイプ部分の資材費の
み）

▽補助金額　次のうち、いずれか少ない額
①実支出額（被覆部分を除く）の３分の１
②被害面積（㎡）×1,440円の３分の１
▽問い合わせ・申込先　９月30日までに、農業政策
課（市役所４階、☎40・7102）へ。
※雪害により損壊したハウスを撤去・復旧する前にご
連絡ください。

市政情報
Town Information

■保険料の納め方など

①年金からの差し引きが継続する人 ②年金からの差し引きが４・６月
から始まる人 ③納付書で納める人

対象者

平成 25 年２月支給年金から保険
料を差し引かれた人

●平成 24 年度の途中で 65 歳に到
達した人
●当市に転入した人で、年金から
差し引ける条件を満たした人

●年金から差し引くことができな
い人
●８・10 月からでないと年金から
の差し引きができない人

保険料額

●４・６・８月＝特に通知がない
限り、平成 25 年２月と同額
● 10 月以降（10・12・２月）＝
７月に決定する年間保険料額から
４～８月に仮徴収された金額を差
し引いた金額

●平成 24 年度の保険料段階を参
考に年金からの差引額が決定され、
準備が整った人から開始
● 10 月以降（10・12・２月）＝
７月に決定する年間保険料額から
４～８月に仮徴収された金額を差
し引いた金額

７月に年間保険料が決定（通知書
が送付されます）

納付方法

４月から年金支給時に差し引く ４・６月のいずれかの年金支給時
に差し引きが開始

７～２月に毎月納付書で納付
※８・10 月に年金からの差し引き
が開始する人は、年金からの差し
引き開始の前月分まで納付書で納
付（口座振替も可能）

通知の時期 ７月中旬 ４月上旬 ７月中旬

土地・家屋の価格等の縦覧資産税課からの
お知らせです

再生資源回収運動　協力団体募集
　市では、ごみの減量化や資源化を目的に、再生
資源回収運動を推進しています。この運動は、町
会や子ども会、ＰＴＡなどの団体が回収の日時・
場所を決め、家庭から出される古紙類などの資源
を資源回収業者に引き取ってもらう自主的なリサ
イクル活動です。
　協力団体には、回収量１㎏当たり４円の報償金
を交付しています。なお、事前に団体登録が必要
ですので、実施を希望する団体は届け出をしてく
ださい。

「弘前地区オフィス町内会」への
参加事業者募集
　「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、古紙リサイクルに積極的に取り
組むことにより、企業のイメージアップにもつな
がります。また、紙ごみの減量化に伴う資源化・
省エネルギーの取り組みが、地球温暖化の防止に
つながります。

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

平成22年
平成23年
平成24年

平成22年
平成23年
平成24年

6,206

6,085

6,093

4,578

4,538

4,601

家庭系
燃やせる
ごみ

事業系
燃やせる
ごみ

（トン）

燃やせるごみの排出量比較（12～１月）

　市では４月から、新たな情報発信手段として、
青森放送（ＲＡＢ）のデータ放送（※）を活用
し、市政情報を発信しています。24時間いつ
でも見ることができますので、ぜひご利用くだ
さい。
※データ放送…地上デジタル放送の電波に乗せ
て情報を配信する放送手段です。地上デジタル
放送対応テレビでいつでも最新の文字情報を見
ることができます。
▽配信内容　市政情報、イベントなど最大 15
項目
▽更新日　毎月２回（毎月１日・15日）
※災害など緊急時には、緊急情報を即時提供し
ます。
▽視聴方法　右図のとおり
▽問い合わせ先　広聴広報課（☎35・1194）

デジタルデータ放送「あなたの街のデジ便り」市政情報を新た
に発信します

環境ニュース環境ニュース

デジタルテレビのリモコ
ンで、青森放送（ＲＡＢ）
を選局し、リモコンの「ｄ
ボタン」を押す

ステップ１

データ放送が表示された
ら、「あなたの街のデジ
便り」を選択する

各市町村名が表示される
ので、「弘前市」を選択
する

ステップ２

ステップ３

▽問い合わせ先　環境管理課資源循環係（☎35・1130）

　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。

当市のごみ減量化の結果
【燃やせるごみを減らすために】
　家庭からでる生ごみの水切りをすることで、燃
やせるごみが大幅に減量されます。生ごみを出す
際は、きちんと水切りをしてから出すようにしま
しょう。
　事業所から出る使用済みのコピー用紙やダン
ボールなどの古紙類は、オフィス町内会などを利
用して、ごみの減量に努めましょう。
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第16回未来コンサート＆
第11回弘前桜の園作曲コンクール
　日本を代表する作曲家や演奏家と
なり得る才能の発見と育成を目的と
し、地方から世界に発信することを
願い開催する「未来コンサート」と、
「弘前桜の園作曲コンクール」の表
彰式、１位作品の演奏を行います。
▽とき　４月 29日（月・祝）の午
後２時～（開場は午後１時半）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽演奏者　「未来コンサート」…ファ
ゴット・成田聡子さん（洗足学園音
楽大学アンサンブルアカデミー〈弘
前中央高校卒〉）、オーボエ・三由葵
さん（洗足学園音楽大学アンサンブ
ルアカデミー〈弘前南高校卒〉）
▽入場料　一般=1,000 円、高校
生以下=無料
▽チケット販売所　トーオー楽器、
日弘楽器
■問Ｋミュージックラボ（☎ 34・
0059）

消 防 観 閲 式

　青森県中弘地区消防協会の定期観
閲式が、市役所周辺と弘前公園内で
行われます。消防団員の機械点検や
部隊行進のほか、歴史と伝統を誇る
日本一のまとい振り、はしご乗りの
演技を披露します。
▽とき　５月５日（日・祝）
▽内容　第１会場＝市役所周辺（午
前７時開始）…機械点検、放水訓練、
車両分列行進／第２会場＝弘前公園
内（午前９時開始）…人員服装点検、
まとい振り・はしご乗り演技、式典
【交通規制にご協力を】
　当日、会場周辺は一般車両の通行
が規制されますので、ご協力をお願
いします。
▽交通規制区域と時間　市役所前～
弘前文化センター（下白銀町）外堀
沿い、午前６時15分～８時半
■問消防本部警防課（本町、☎ 32・

5103）

「地質の日」in 弘前 2013

　５月 10日の「地質の日」にちな
み、地質学に関する催しを開催しま
す。
▽とき　５月11日（土）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前大学理工学部１号館
（文京町）
▽内容　恐竜のペーパークラフト作
成と化石の観察
▽対象　小・中学生（小学校低学年
は保護者同伴）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　氏名・電話番号
を記入し、５月 10日の正午までに
ファクスかＥメールで申し込みを。
■問弘前大学理工学部地球環境学科
（根本さん、☎兼■Ｆ 39・3618、■Ｅ
nemoto@cc.hirosaki-u.ac.jp）

初心者硬式テニス教室

▽とき　５月２日～６月 20日の毎
週木曜日、午後７時～８時半
▽ところ　千年庭球場（小栗山字川
合）
▽内容　硬式テニスの基本（スト
ロークなど）
▽対象　大学生以上＝10人程度
▽参加料　１回 500 円（保険料を
含む）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、シューズ（ラケッ
トは貸し出しします）
■問平日の午前 10時～午後３時に、
リベロ津軽スポーツクラブ事務局
（☎ 35・0043、■Ｈ http://www.
libero-sc.com）へ。

体 操 教 室

【幼児体操教室】
▽とき　５月７日～６月 25日の毎
週火曜日、午後３時～４時
▽対象　４・５歳および６歳（就学
前）の幼児＝20人

※教室開催前日までに対象年齢を満
たしていること。
【小学生体操教室】
▽とき　５月７日～６月 25日の毎
週火曜日、午後４時～５時
▽対象　小学校１年生＝25人
～共通事項～
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　マット運動、ボール運動、
トランポリン、平均台など
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　室内専用シューズ、汗ふ
きタオル
▽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、４月 30 日（必
着）までに市民体育館（〒 036・
8362、五十石町７）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。
■問市民体育館（☎36・2515）

バドミントン教室

【初心者向け】
▽とき　５月９日～６月 13日の毎
週木曜日、午前10時～正午
▽内容　ラケットの握り方からゲー
ムまで
▽対象　初心者の市民＝15人
【中級者向け】
▽とき　５月７日～６月 11日の毎
週火曜日、午後１時～３時
▽内容　フットワーク、基本練習、
競技規則、ゲーム戦略法など
▽対象　ある程度バドミントンがで
きる市民＝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）
※事前の申し込みが必要。
▽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）

テニス体験教室

▽とき　午前のコース＝５月８日～
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７月３日（５月 22日を除く）の毎
週水曜日、午前 10時～正午／夜の
コース＝５月８日～６月 26日の毎
週水曜日、午後７時～９時
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
テニスコート
▽内容　基本ストロークなど
▽対象　未経験者・打ち合いが続か
ない人＝各コース 10人（学生を除
く）
▽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・希望コースを記入し、４
月 28 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。
■問はるか夢球場事務室（☎ 27・
6411）

市民ボランティア
によるパソコン講座
　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　５月９日・16 日・23 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　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　４月 21日、午前
８時半～（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
午前８時半～午後５時〉）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

水泳教室（背泳）

▽とき　５月 15日～ 31日の毎週
水・金曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）

▽内容　基本的な背泳の練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳げる市
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、４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）

水泳教室（バタフライ）

▽とき　５月 16日～６月 20日の
毎週木曜日、午後１時～２時
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　基本的なバタフライの練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳げる市
民＝10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、４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）

青森県武道館の各種教室

【武道教室】
○柔道教室…毎週火・金曜日の午後
６時半～９時
○空手道教室…毎週月・木曜日の午
後７時～９時
○少林寺拳法教室…毎週火・土曜日
の午後６時～９時
○剣道教室…毎週土曜日の午後４時
～７時
▽参加料　各教室とも月額 500 円
（少林寺拳法教室は登録料が必要）
【地域交流スポーツ教室】
○なぎなた教室…５月 10日～ 11
月 22日の毎週金曜日、午後６時半
～８時半
▽定員　30人

▽参加料　無料
～共通事項～
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目、運動公園内）
▽対象　小学生以上
▽その他　教室参加とは別に、試合
への出場や段級審査には、各団体へ
の登録料が必要となります。
■問青森県武道館（☎26・2200）

 教室・講座
 

　個人の創業・起業や、企業にお
ける新たな事業展開、組合の設立
などの組織化、その他事業経営に
関する各種相談やアドバイスなど
が受けられる拠点（センター）を
開設しました。　　
　相談のみならず、各種情報収集
などができるフリースペースも用
意しています。相談は無料ですの
で、気軽にお立ち寄りください。
▽ところ　ひろさきビジネス支援
センター（土手町、土手町コミュ
ニティパークコミュニケーション
プラザ２階）
▽内容　各種事業経営に関する相
談、専門家（インキュベーション
マネージャー）による創業・起業
相談やアドバイス、利用者の書類
等作成や打合せ用スペースの提供
など
▽開設時間　平日の午前９時～午
後５時（祝日・年末年始を除く）
※インキュベーションマネー
ジャーによる相談は、毎週水曜日
の午後１時～５時。
■問ひろさきビジネス支援センター
（☎ 32・0770）／仕事おこし雇
用創出課（☎32・8106）

創業・起業のための
拠点を開設
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危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　６月 15 日・29 日（両日
受験可）
▽ところ　弘前東高等学校（川先４
丁目）
▽種類　甲種（受験資格あり）／乙
種（第１類～６類）／丙種
※乙種・丙種は受験資格なし。
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種
＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　５月７日～ 16日（イ
ンターネットによる電子申請は５月
４日～13日）
※詳しくは消防試験研究センター
ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
shoubo-shiken.or.jp）をご覧く
ださい。
▽願書配布先　消防本部予防課（本
町、☎ 32・5104）／最寄りの消
防署・分署
【事前講習会】
▽とき　５月30日・31日（２日間）
の午前９時半～午後４時半
▽ところ　消防本部３階大会議室
※車での来場はできませんので、最
寄りの駐車場をご利用ください。
▽対象　乙種第４類の受験者＝
100人（先着順）
▽受講料　4,500 円（弘前地区消
防防災協会加入事業所は2,000円）
▽テキスト代　1,400 円（テキス
トのみの購入は不可）
▽受付期間　５月７日～24日（土・
日曜日を除く）、午前８時半～午後
５時
■問消防本部予防課

平成 25 年度協会けんぽ　
青森支部の健康保険料率
　全国健康保険協会（協会けんぽ）
青森支部では、県内の中小企業の従
業員とその家族が加入する健康保険
事業を運営しています。
　これまで医療費の増加と景気低迷
に伴う保険料収入の減少などによ
り、保険料率の引き上げを行って
きましたが、平成 25年度の健康保
険料率は現行の 10.00％に据え置
きとなりました（介護保険料率も
１.55％に据え置き）。

　皆さんの医療を支えるため、ご理
解をお願いします。
■問全国健康保険協会青森支部（青
森市長島２丁目、☎青森 017・
721・2713、 ■Ｈ http://www.
kyoukaikenpo.or.jp/13,0,73.
html）

「第 14 回よさこい津軽」
参加団体募集中！
　参加者・観客が一体となって楽し
める祭り「よさこい津軽」に参加し
て、一緒に盛り上がりましょう。ま
た実行委員会では、祭りを手伝って
くれるボランティアスタッフも併せ
て募集しています。詳しくはお問い
合わせください。
▽とき　６月23日（日）
　　　午前９時50分～午後３時半
▽ところ　土手町通り
■問申込書に必要事項を記入し、４月
26日までに、よさこい津軽実行委
員会事務局（弘前商工会議所内、☎
33・4111、■Ｆ 35・1877）へ。
※申込書はよさこい津軽ホームペー
ジ（http://www.hcci.or.jp/txt/
yosakoi/）からダウンロードでき
ます。

河川愛護モニター募集

　国土交通省では、河川愛護思想の
啓発や河川情報などの把握を目的と
してモニターを募集しています。
▽活動内容　巡視月誌の提出（月１
回）、岩木川に関する情報提供や河
川の異常を発見したときの通報、河
川関係行事への参加など
▽活動地区　岩木茜橋～清瀬橋区間
（岩木川左右岸）
▽任期　７月１日から１年間
▽応募資格　活動地区付近に居住

ねたきり高齢者等への
訪問歯科
　弘前歯科医師会所属の歯科医師
が、ねたきり高齢者や身体障がい者
等の自宅などを訪問して、歯科診療
や口腔（こうくう）衛生の指導を行っ
ています。
　歯周病など歯の病気は、全身のさ
まざまな病気につながる恐れがある
ため、対象となる人は、ぜひご利用
ください。
▽診療内容など　診療、口腔ケア・
リハビリ／口腔の健康に関する啓発
／その他口腔の健康増進など
▽費用　①治療費など　②歯科医師
の交通費（自宅から遠い歯科医師の
往診を受けた場合に掛かる場合あ
り）
※詳しくは問い合わせを。
■問弘前歯科医師会（☎27・8778）

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　５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）

鏡ヶ丘記念館特別公開

　弘前高等学校創立 130 年記念事
業の一環として、県重宝の旧青森県
尋常中学校本館（鏡ヶ丘記念館）の
館内をリニューアルし、特別公開す
ることとしました。
　入場は無料で、事前の予約も不要
ですので、気軽においでください。
▽とき　４月 27日～ 29日、５月
３日～５日の午前10時～午後４時
▽ところ　弘前高等学校（新寺町）
鏡ヶ丘記念館
■問弘前高等学校（☎ 32・0251、
0252）
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し、河川愛護に関心のある満 20歳
以上の人
▽募集人数　１人
▽報酬　月額4,500円程度
■問５月 10日（必着）までに、履歴
書と「川とのかかわり」について簡
単に記述したもの（任意様式）を、
国土交通省青森河川国道事務所河川
管理課（〒030・0822、青森市中
央３丁目 20 の 38、☎青森 017・
734・4590、 ■Ｆ 017・722・
2530）へ。
※募集要項は、青森河川国道事務所
ホームページ（http://www.thr.
mlit.go.jp/aomori/）にも掲載し
ています。

最低工賃の改正

　青森県男子・婦人既製服製造業の
最低工賃が改正され、４月１日から
適用されています。最低工賃は、工
賃の低い家内労働者の労働条件の改
善を図るため、家内労働法に基づき
決定されるものです。詳しい改正内
容については、問い合わせを。
■問青森労働局賃金室（☎青森017・
734・4114、■Ｈ http://aomori-
roudoukyoku . js i te .mhlw.
go.jp/）

キッズ☆ワールドⅪ
会員募集
　いろんな学校や学年の子と楽しい
活動ができるよ！大学生のお兄さん
やお姉さんが、毎回みんなをサポー
トします。
▽活動日　６月１日、７月６日、８
月 17日・31日、10月 19日、平
成 26 年１月 18 日、２月１日・
22日の午前 10時～午後４時また
は午後１時～４時（活動内容による）
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）、弘前公園ほか
▽内容　ウオークラリー、炊事遠足、
お料理会、科学実験、雪遊びなど（予
定）
▽対象　市内在住の小学生＝60人
▽会費　年額2,000円
▽申し込み方法　住所・氏名（ふり
がな）・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者氏名を記入し、４月
15 日～５月 10 日（必着）に、は
がきかファクス、またはＥメールで

申し込みを。
※応募多数の場合は抽選を行い、全
員に結果をお知らせします。
■問中央公民館「キッズワールド」係
（〒036・8356、下白銀町19の４、
☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

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「ロシ
ア語講座弘前」の会員を募集してい
ます。初心者だけでなく、経験者も
歓迎します。
▽活動日　土曜日（５月 11日から
開始。月３～４回）の午前 11時～
午後２時
▽ところ　弘前文化センター
▽内容　入門テキストに沿っての読
み書き、日常会話、ロシア料理教室、
年１回の発表会
▽講師　ロシア人とロシア語の初級
をマスターした日本人
▽募集人員　10人
▽会費　月額3,000円
▽持ち物　筆記用具
■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。

弘前市連合婦人会の
活動紹介と会員募集
　弘前市連合婦人会では、現在新会
員を募集しています。次の日程で準
備会と総会を開催しますので、婦人
会活動に興味のある人や地域のため
に何かしてみたいと考えている人
は、ぜひおいでください。
▽とき　準備会…４月 16日（火）、
午後１時半～／総会…４月 21 日
（日）、午前10時～正午
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）２階大研修室
▽本年度の活動内容（予定）　第３
回被災地お見舞い（東日本大震災の
被災地婦人会との交流）、県地婦連
研修大会参加ほか
▽対象　市内在住の女性（個人、グ
ループとも歓迎）
▽会費　年額800円
■問連合婦人会会長（村元さん、☎
82・4128）

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  180,767人　 （－141）
　 男　　  82,785人　 （－ 52）
　 女　　  97,982人　 （－ 89）
・世帯数　 71,895世帯（－ 14）
平成 25年３月１日現在（推計）

 
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
５／３ 福士病院（新里） ☎27・1525
６ 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
12 西弘前クリニック（中野１）☎32・4121
19 菊池医院（富田町） ☎39・1234
26 山内整形外科（城東４） ☎26・3336

内　科
５／５ 関医院中津軽診療所（賀田１）☎82・3006
12 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
19 佐藤内科小児科取上医院

（取上２）
☎33・1191

26 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
５／３ 代官町クリニック吉田眼

科（代官町）
☎38・4141

４ 斎藤耳鼻咽喉科医院（城東２）☎26・0033
６ おおた眼科（駅前町） ☎38・2333

あきた耳鼻咽喉科クリニ
ック（南城西２）

☎32・2332

19 一戸眼科医院（富田２） ☎32・3076

歯　科
５／３ 松野歯科医院（上瓦ヶ町）☎37・8148

鳴海デンタルクリニック
（城東中央３）

☎26・2301

４ 川村歯科医院（野田１） ☎32・4073
野村歯科医院（西川岸町）☎32・8695

５ 中畑歯科医院（山道町） ☎32・6650
大町歯科医院（大町３） ☎31・7275

６ 城西歯科クリニック（五
十石町）

☎33・6680

12 さくらデンタルクリニッ
ク（城東北３）

☎26・1188

19 三和歯科クリニック（中野４）☎87・7070
26 梅村歯科クリニック（石渡１）☎32・7311

 その他
  

見る人を魅了する躍動感あふれる演
舞。写真は昨年の様子



14 15ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１３.４.１５

あなたもチャレンジ！

こんなに多い有害物質

　たばこの煙には、200 種類以上もの有害物質が含
まれており、そのうち約40種類が発がん性物質であ
ることが確認されています。
◆たばこの煙の主な成分
○ニコチン…体と心に強い依存性をもたらし、たばこ
をやめられなくする正体です。血圧を上げ、心拍数を
増やして、心臓に負担をかけます。
○一酸化炭素…血液中のヘモグロビンと結び付きま
す。そのため血液中に酸素が十分に運ばれず、体が酸
素不足に陥り、動脈硬化、心臓病などが起こりやすく
なります。
○タール…発がん性物質を多く含みます。茶色い“ヤ
ニ”の正体で、肺を黒くし、働きを低下させます。

たばこの依存性

　たばこには２種類の依存性があります。一つ目は、
「身体的依存」です。ニコチンは肺で吸収されると、
血液に乗って脳へと到達し、快楽をもたらします。ニ
コチンの血中濃度が低くなるとニコチンを求めるよう
になり、結果としてニコチン依存となります。
　二つ目は、「心理的依存」です。ニコチンへの欲求
とは関係なく、たばこを吸う行為が癖となり、生活の
一部となっている状態のことです。「手持ちぶさたで
吸いたくなる」「食後の一服」「仕事の合間の一服」な
どがあります。

喫煙による健康への影響

◆がんの発生…多量の発がん性物質によって、がんで
死亡する危険性が飛躍的に高くなります（下図参照）。
◆血管への影響…血圧を上昇させ、血液中のHDL（善
玉）コレステロールを破壊します。それにより動脈硬
化を引き起こすため、心筋梗塞（こうそく）、狭心症、
脳血管疾患などが起きやすくなります。
◆呼吸器への影響…咳や痰が続く慢性気管支炎になっ
たり、酸素を取り入れる肺胞が壊れたりします。また、
肺気腫などのCOPD（慢性閉塞性肺疾患）を引き起
こすこともあります。
◆口くう内への影響…歯や歯ぐきへの色素の沈着や、

●喫煙者のがんによる死亡のリスク（非喫煙者が１）

資料：平山らによる調査（1966～ 82）

男性 女性
喉頭がん　32.5 倍
肺がん　4.5 倍
咽頭がん　3.3 倍
口腔がん　2.9 倍
食道がん　2.2 倍

全部位のがん　1.7 倍
膀胱がん　1.6 倍

喉頭がん　3.3 倍
肺がん　2.3 倍

膀胱がん　2.3 倍
甲状腺がん　1.9 倍
食道がん　1.8 倍
肝臓がん　1.7 倍
子宮頸がん　1.6 倍

これらは禁煙に関する世界のポスターを集めたものです。これらの
ポスターを見て、皆さんはどのように感じますか。

たばこの煙や害をイメージさせられるこれらのポスター。見て
ちょっとドキッとした人も多いのではないでしょうか。

「たばこが体に悪い」「いつかはやめよう」と思ってもなかなかやめ
られないのがたばこ。

今回は、あらためて「たばこ」が健康に及ぼす影響について考えます。

さようなら“たばこ”
　　　こんにちは“健康”

歯肉炎などの歯周病にかかりやすくなるほか、口臭の
原因にもなります。
◆肌への影響…血流障害やビタミンCの破壊により、
肌荒れ、シミ、シワになりやすくなります。　　　　
◆胎児への影響…胎児に栄養や酸素が十分に届かなく
なり、流産、早産、低出生体重児などの危険性が高く
なります。

受動喫煙の影響

◆がんの発生…喫煙をしている本人だけでなく、周り
の人のがんの発生率も高くなります。
◆血管への影響…動脈硬化や心臓病を引き起こす原因
となる一酸化炭素は、主流煙の 4.7 倍もの量が副流
煙には含まれています。
◆子どもへの影響…次のような影響があります。
・乳幼児突然死症候群（SIDS）の危険性
・ぜんそく、呼吸器疾患、中耳炎などの病気の発症
・知能や発達の遅れ、身長の伸びに影響
・虫歯が増える 
・成人後のがんの発生率が高くなる

自分のため、家族のために…

　たばこを吸っている人の中には「今さらやめても遅
いのではないか」と思っている人もいるかもしれませ
んが、禁煙した直後から体には健康へとつながる変化
が現れ始めます。今から禁煙しても遅くはありません。
自分のため、家族のために今こそ禁煙にチャレンジし
ましょう。
▽問い合わせ先　健康づくり推進課（☎37・3750）

医療機関での禁煙治療
　ニコチン依存症と診断されると保険が適用
されます。平成25年２月現在、弘前市内の
22医療機関で禁煙外来が設けられています。
※医療機関一覧は、青森県ホームペー
ジ（http://www.pref.aomori.lg.jp/
welfare/health/tabako.html）に掲載さ
れています。

禁煙補助剤での禁煙
　ニコチンパッチ、ニコチンガムは薬局や薬
店で購入することができます。

禁 煙 相 談
　弘前市保健センターでは、無料で禁煙に関
する健康相談を行っています。相談を希望す
る人は事前に電話で申し込んでください。
▽５月の相談日　13 日・27 日（午前９時
～午後３時半）
▽予約受付時間　午前８時半～午後５時（土・
日曜日、祝日を除く）
▽予約先　弘前市保健センター（野田２丁目、
☎37・3750）

喫煙者の肺 非喫煙者の肺

副流煙には主流煙よ
りも多くの有害物質
が含まれています。

副流煙
たばこから
立ち上る煙

主流煙
たばこを吸うときに
口から入る煙

禁煙への助っ人
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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/

　博物館は現在、改修工事に伴い長
期休館中です。そのため、本年度は
会場を移して企画展を開催します。
　本年度最初となる本展は、懐かし
い昭和の弘前をテーマとした写真展
を２カ所で同時開催します。
　写真は、弘前大学名誉教授で、リ
ンゴの高血圧予防効果を世界的に発
表した故佐々木直亮さんが残したも
ので、本県の衛生状況や風俗を知る
ために撮影された約２万枚の中か
ら、昭和 30 年代の弘前を中心に、
２会場合わせて約 250 点を展示し
ます。
▽開催期間　４月21日～６月９日
▽ところ　①第１会場＝中央公民館
岩木館（賀田１丁目）２階展示室／
②第２会場＝旧弘前市立図書館（下

　日本百貨店協会主催の「ご当地
キャラ総選挙2013」に、当市のマ
スコットキャラクター「たか丸くん」
がエントリー中です。
　 「弘前」の知名度アップのため、
皆さんの「清き一票」をよろしくお
願いします。
▽投票期間（予備選挙期間）　４月
21日（日）まで
▽投 票 方 法　ご当地キャラ総
選 挙 ホ ー ム ペ ー ジ（http://
gotochi2013.jp/）から投票（パ
ソコン、携帯電話から投票可〈１人

白銀町、追手門広場内）
▽観覧時間　①＝午前９時半～午後
４時半／②＝午前９時～午後５時
▽観覧料　無料
▽休館日　①＝毎週月曜日、５月７
日（ただし４月 22 日・29 日、５
月６日は開館）／②＝なし
【開会式】
▽とき　４月21日（日）、午前10
時～
▽ところ　①第１会場
【講演会（すこやか健康教養講座）】
▽とき　開会式終了後～正午
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）１階ホール
▽内容　講演「津軽の文化と健康」
…講師・中路重之さん（弘前大学医
学部長）

弘
前
の
魅
力

　
　
全
力
Ｐ
Ｒ
！

たか丸くん

市立博物館企画展１

「写真展　あのころ…弘前」
－佐々木直亮コレクションを中心に－

「ご当地キャラ総選挙 2013」にたか丸くんがエントリー中！

１. かくは前から見た菊池薬局（昭
和 31 年）／２. ワラニオと岩木山
／３. 雪切りの様子（昭和 30 年）

【写真提供：青森県立郷土館】

１回〉）
※１人当たり７地区（北海道・東北・
関東・中部・近畿・中国四国・九州）
について、それぞれ１～３位のキャ
ラを投票（特定の地区のみの投票も
可）。１位…３ポイント、２位…２
ポイント、３位…１ポイントとし、
合計ポイント数を競います。
▽問い合わせ先　観光政策課企画戦
略係（☎35・1128）

▽聴講料　無料
▽問い合わせ先　企画展について…
市立博物館事務室（岩木庁舎内、☎
35・0700）／講演会について…
学務健康課（岩木庁舎内、☎ 82・
1835）

１

２

市立博物館では、いのっちの
商標・意匠登録使用申請を受
付中です。詳しくは問い合わ
せを。

®

３


