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ゆるキャラ大集合
　ヒロロスクエアのオープンを記念して、市内のゆるキャラたちが駆け
付けます。当日は、子どもたちと遊んだり、記念撮影などにも応じたり
しますので、気軽に声を掛けてください。
▽とき　７月27日・28日、午前 10時～午後３時
▽ところ　駅前こどもの広場（遊び場）付近（ヒロロ３階）
▽問い合わせ先　財産管理課（☎35・1120）

　７月 27日（土）の午前 10時から、ヒロロ（駅前町）内に、市の公
共フロア「ヒロロスクエア」がオープンします。今号では、ヒロロスク
エアで行われるイベントや施設について紹介します。

　市立博物館では、ヒロロスクエアのオープンを記念し、展覧会を開
催します。パネル展示を中心に、弘前の歴史を分かりやすく紹介しま
す。市民はもちろん、観光客にも楽しんでもらえる展示内容です。
▽開催期間　７月27日～８月７日
▽ところ　市民文化交流館多世代交流室１（ヒロロ３階）
▽観覧時間　午前10時～午後７時　
▽観覧料　無料
▽休館日　なし
▽問い合わせ先　市立博物館事務室（岩木庁舎内、☎35・0700）

清水寺　森清範貫主のご芳墨が語る「世相十八年の旅…」
今年の漢字一文字巡回展
　津軽音羽会の主催により、京都・清水寺で毎年12月 12日に発表さ
れる「一年の世相を表す漢字一文字」の過去18年間の全作品（複製品）
を一同に会した巡回展を開催します。
▽開催期間　７月30日～８月 11日
▽ところ　市民文化交流館ホール（ヒロロ４階）
▽観覧時間　午前11時～午後 6時　
▽観覧料　300円（中学生以下は無料）
▽休館日　なし
▽問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎40・7015）

７月27日、いよいよオープン！

“ヒロロスクエア”

オープン記念イベント

江戸時代の追手門

ヒロロスクエアオープン記念展「津軽の歴史」
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27 日は僕も
遊びに行くよ♪

たか丸くん
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●弘前市駅前こどもの広場
①子育て支援センター機能／②遊び場
▽問い合わせ先　子育て支援課（☎40・7038）

●こども絵本の森
▽問い合わせ先　弘前図書館（☎32・3794）

●健康広場
①健康広場窓口／②健康ホール／③相談室／④健康セ
ルフチェックコーナー
▽問い合わせ先　健康づくり推進課（☎37・3750）

●弘前市民文化交流館

①ホール（４階）…いす席（300人）
②多世代交流室（３階）…１・２・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの
６つの交流室
③イベントスペース（３階）
▽問い合わせ先　市民会館（☎32・3374）

●総合行政窓口
　住民票等証明書の交付、住所異動、戸籍などの届出、
文化交流館のホールや交流室の貸館受付業務、パス
ポートの申請（平日のみ）などのサービス窓口です。
▽問い合わせ先　市民課（☎35・1113）

●市民生活センター
　暮らしの中で起こる困り事、悩み事、契約トラブル、
多重債務問題などに関する相談窓口などが設置されま
す。
▽問い合わせ先　市民生活センター（☎ 34・3179、
33・5830）

●弘前就労支援センター・ジョブカフェ
あおもりサテライトスポット弘前
　市とハローワーク、ジョブカフェあおもりが一体と
なって、ワンストップで、就職と生活を支援します。
▽問い合わせ先　弘前就労支援センター（生活相談…
☎33・5657、職業相談・紹介…☎88・5541）／ジョ
ブカフェあおもりサテライトスポット弘前（☎ 32・
8033）

ヒロロスクエア
エリア紹介

◎フロア図や各エリアの利用時間など、詳細は
広報ひろさき７月１日号に掲載しています。

交流エリア

子育てエリア

行政エリア

健康エリア

●本庁市民課での平日時間延長
および土曜開庁の終了について
　効率的な行政運営の視点から、休日夜間証明書発行
サービスの窓口をヒロロスクエアの総合行政窓口に集
約・一本化します。これに伴い、本庁市民課での平日
時間延長サービスは７月 26日、土曜開庁は７月 27
日で終了します。
▽問い合わせ先　市民課（☎35・1113）

●市民課駅前分室移転に伴う
休業について
　ヒロロスクエアへの移転準備作業のため、市民課駅
前分室（土手町分庁舎内）を休業します。ご不便をお
掛けしますが、休業期間中は本庁市民課窓口などをご
利用くださるよう、ご理解とご協力をお願いします。
▽休業期間　７月22日～ 26日
▽問い合わせ先　市民課（☎35・1113）

●市民生活センターが移転します
　７月27日から、市民生活センターは、ヒロロスク
エアへ移転します。７月26日までは、従来どおり、
土手町分庁舎で業務を行います。
▽問い合わせ先　市民生活センター（☎34・3179、
33・5830）

●弘前就労支援センター・ジョブカフェあお       
もりサテライトスポット弘前が移転します
　８月５日より、弘前就労支援センターは、現在地（駅
前３丁目、第２トモエビル２階）から、ヒロロスクエ
アへ移転・オープンします。また、ジョブカフェあお
もりサテライトスポット弘前も、現在地（土手町、ま
ちなか情報センター内）から、ヒロロスクエアへ移転・
オープンします。
▽問い合わせ先　弘前就労支援センター（生活相談…
☎33・5657、職業相談・紹介…☎88・5541）／ジョ
ブカフェあおもりサテライトスポット弘前（☎32・
8033）

●津軽広域連合事務局が移転します
　７月27日から、津軽広域連合事務局は、ヒロロス
クエアへ移転します。
▽問い合わせ先　津軽広域連合（☎82・1201）

●区画整理課が移転します
　７月27日から、区画整理課は、ヒロロスクエアへ
移転します。
▽問い合わせ先　区画整理課（☎34・3233）

●大成なかよし会の移転について
　大成なかよし会は、ヒロロのオープンが夏休み期間
と重なり混雑が予想されることから、子どもの安全を
確保し円滑に移行するため、９月２日（月）から移転
します。
▽問い合わせ先　子育て支援課（☎40・7038）

 

 

　市民活動団体と市で構成する「ヒロロスクエアコ
ミュニケーションゾーン運営協議会」では、市民文化
交流館イベントスペース（ヒロロ３階）を中心とした
コミュニケーションゾーンを利用したさまざまなイベ
ントを企画・実施し、市民の皆さんに交流の場を提供
していきます。

●オープニングイベント
　ヒロロスクエアのオープンに合わせて開催します。
▽とき　７月27日・28日
▽内容　下表のとおり

 
実施日 時間 イベント名 内容

27
日（
土
）

午前 11時～ 出前民謡講座 民謡、手踊り、三味線演奏とミニ講座
正午～ 大根餅をつくってみよう !! 大根もちの作り方実演と試食提供（200食限定）
午後１時～ ふれファミ・親子de遊ぼう 親子で抹茶や万華鏡作りを体験
午後２時～ 大根餅をつくってみよう !! 大根もちの作り方実演と試食提供（100食限定）

28
日（
日
）

午前 10時～ キレイと元気！食養プチ講座 旬の野菜を使った薬膳（やくぜん）の講座と試食提供
午前 11時～ 朗読劇 「介護は突然やってくる」ほか…朗読・平内町虹の会
正午～ 出前民謡講座 民謡、手踊り、三味線演奏とミニ講座
午後１時～ みんなで一緒に１・２・３！「英語であそぼう！英語でジャンケン」ほか

※このほか、参加団体による活動紹介コーナーも設置
します。
▽問い合わせ先　市民協働政策課（☎40・7108）

●８月の催し
【ひろさきアフタースクール講演会】
　放課後の時間を使った「地域ぐるみでこどもを育て
る」ためのコーディネート事業実施に当たり、講演会
を開催します。
▽とき　８月４日（日）、第１回＝午後２時～、第２
回＝午後３時～（いずれか都合のよい時間に参加を）
▽内容　講演「放課後の大切さについて」
▽講師　放課後NPOアフタースクール事務局職員
（東京）
▽参加料　無料
▽問い合わせ・申込先　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、阿部さん、☎
35・5251）
【ふれファミ・カフェ】
　お茶をしながらの気軽なおしゃべり、ハンドマッ

サージ、おもちゃ作りなどをしながら、子どもも自分
もゆったりとした時間を過ごしませんか。
▽とき　７月 30 日、８月６日・13 日・20 日、午
前 10時～正午
▽対象　主に子育て中の親
▽参加料　100円（材料費として）
※事前の申し込みは不要。
▽問い合わせ先　ふれ～ふれ～ファミリー（一條さ
ん、☎ 26・1202、Ｅメール furefami20@yahoo.
co.jp）
【ヒロロ　ウィッチ（ウィザード）修行】
　魅力的な大人になるための魔法（知識）や所作（マ
ナー）などを楽しく身に付けます。
▽とき　８月10日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽対象　中学・高校生＝20人
▽参加料　無料
▽問い合わせ・申込先　ふれ～ふれ～ファミリー（一
條さん、☎ 26・1202、Ｅメール furefami20@
yahoo.co.jp）

ヒロロスクエア
コミュニケーションゾーン
運営協議会が実施する
イベント

EVENT　INFORMATION

ヒロロスクエア
オープンに伴うお知らせ
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市政情報
Town Information

固定資産税の減額制度いずれの減額制度
も申告が必要です

既存住宅の改修に伴う減額制度
　耐震改修やバリアフリー改修など、一定の要件を満
たす既存住宅の改修については、申告により固定資産
税が減額されます。
　減額措置を受けるためには、改修後３カ月以内に申
告が必要ですので、ご注意ください。

◆耐震改修工事をした住宅
　昭和57年１月１日以前に建築された住宅で、平成
24 年１月２日から平成 27 年 12 月 31 日までの間
に耐震改修工事（工事費50万円超）をした場合、翌
年度の固定資産税が、住宅部分 120㎡分までを限度
に２分の１減額されます。また、改修する住宅が「要
安全確認建築物（青森県地域防災計画で緊急輸送道路
に位置付けられた道路にその敷地が接する建物のう
ち、地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げる建
築物）」に該当する場合は、２年度分減額されます。
▽申告書添付書類　改修工事に要した費用を証する書
類／現行の耐震基準に適合した工事であることの証明
書ほか

◆バリアフリー改修工事をした住宅
　平成19年１月１日に存在する住宅（貸家部分を除
く）で、平成 28年３月 31日までの間に、バリアフ
リー改修工事（自己負担工事費50万円超）をした場
合、当該住宅に係る翌年度の固定資産税が 100㎡分
までを限度に３分の１減額されます。
▽要件　次のいずれかの人が居住する既存の住宅
①65歳以上の人
②要介護認定または要支援認定を受けている人
③身体障害者手帳または療育手帳などの交付を受けて
いる人
▽対象工事　廊下の拡幅／階段のこう配の緩和／浴室
の改良／便所の改良／手すりの取り付け／床の段差の
解消／引き戸への取り替え／床表面の滑り止め化
▽申告書添付書類　納税義務者の住民票の写し／改修
工事にかかわる明細書／改修箇所の写真／改修工事費
用の領収書／対象者であることを証明するもの／改修
工事が行われた旨を証する書類ほか

◆省エネ改修工事をした住宅
　平成20年１月１日に存在する住宅（貸家部分を除
く）で、平成 28年３月 31日までの間に、一定の省
エネ改修工事（工事費50万円超）をした場合、当該
住宅に係る翌年度の固定資産税が 120㎡分までを限
度に３分の１減額されます。

▽対象工事　窓の改修工事（必須）／床の断熱改修工
事／天井の断熱改修工事／壁の断熱改修工事（外気な
どと接するものの工事に限る）
▽申告書添付書類　納税義務者の住民票の写し／熱損
失防止改修工事証明書ほか
※申告書は市ホームページに掲載しているほか、資産
税課（市役所２階、窓口210）でも配布しています。
　なお、上記３つの減額制度の工事費の要件について
は、４月１日より「30万円以上」から「50万円超」
に引き上げられましたが、４月１日より前に改修に係
る契約が締結され、同日以後に改修が完了する場合に
は、費用の額が 30万円以上 50万円以下のものにつ
いても減額の対象となります。この場合、申告書に「改
修に係る契約をした日を証する書類（契約書の写しな
ど）」を添付する必要があります。
■問い合わせ・申告先　資産税課家屋係（☎ 40・
7029）

認定長期優良住宅に対する減額制度
　長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講
じられた優良な住宅「長期優良住宅」は、その建築お
よび維持保全に関する計画の認定を受けて建築した場
合、新築住宅の減額期間が通常より２年間延長されま
す。
　減額措置を受けるためには、新築した年の翌年の１
月 31 日までに「認定長期優良住宅に対する固定資産
税の減額申告書」に次の書類を添えて、申告する必要
があります。
▽添付書類　長期優良住宅認定通知書等の写し
▽減額期間など　一般の住宅は５年度分、３階建以上
の中高層耐火住宅などは７年度分について、住宅部分
120㎡分までを限度に、新築した翌年度からの固定資
産税が２分の１減額されます。
▽要件　次のすべてに該当する住宅
①用途が専用住宅、併用住宅（居住部分の割合が２分
の１以上のもの）、共同住宅であること
②平成26年３月 31日までに新築されたもの
③「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定
に基づき、耐久性・耐震性・可変性などの住宅性能が
一定基準を満たすものとして特定行政庁（市建築指導
課）の認定を受けたもの
④床面積が 50㎡（一戸建以外の貸家住宅にあっては
40㎡）以上 280㎡以下
※申告書は市ホームページに掲載しているほか、資産
税課（市役所２階、窓口210）でも配布しています。
■問い合わせ・申告先　資産税課家屋係（☎ 40・
7029）

駅前広場周辺地域活性化基本構想検討委員会の委員募集市民の皆さんから
公募します

　市では、JR弘前駅・弘南鉄道大鰐線中央弘前駅の
駅前地区周辺の活性化と交通結節点の強化を図り、
JR弘前駅から土手町、そして中心市街地を「歩いて
出かけたくなるにぎわいのあるまち」とすることを目
的に、目指すべき駅周辺の将来像とその実現に向けた
方向性を定めるため、駅前広場（JR弘前駅・弘南鉄
道大鰐線中央弘前駅）周辺地域活性化基本構想を策定
することとしています。
　策定に当たり、市民の皆さんの意見を反映させるた
め、検討委員会を設置し、委員を募集しますので、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（議
員、公務員、市のそのほかの審議会などの委員を除く）
▽募集人員　２人程度
▽募集期限　７月25日（必着）
▽委員の任期・会議の開催　任期は委嘱の日から策定
終了まで。会議は４回程度、平日の日中に開催予定

▽謝礼など　１回の開催につき、謝礼 8,000 円と交
通費（バス代など）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メールで提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号・メールアドレス
② 400 字程度の応募理由（志望動機、抱負、自己
PRなど）
※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ます。
▽選考・発表　応募書類の記載事項を審査の上、選考
し、結果は応募者全員に通知します。
▽問 い 合 わ せ・ 提 出 先　都市政策課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1134、ファク
ス 35・3765、 Ｅ メ ー ル toshiseisaku@city.
hirosaki.lg.jp）

（受け取りまで１週間程度かかります）。
▽受付期間・時間　７月16日から随時／平日の午前
８時半～午後５時（総合行政窓口は平日の午後７時ま
でで、土・日曜日も受け付けます〈午後５時まで〉）。
▽パスの有効期限　発行日から平成 26年３月 31日
まで
▽申請に必要なもの・登録料　住所・氏名が分かるも
の（健康保険証や運転免許証など）／1,000円
※都市政策課以外で申請する場合は、後日、郵送され
る納入通知書で納付することになります。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（市役所
５階、☎35・1124）

ひろさき多子家族応援
パスポート事業がスタート
　市では、18歳未満の子どもが３人以上いる家族の
親子を対象に、市の公共施設が無料になるパスポート
を発行します。
▽対象施設　市内の文化・体育・社会教育施設など
※詳しくは、「ひろさき多子家族応援パスポート事業
対象施設リスト」（市ホームページに掲載）をご覧に
なるか、お問い合わせください。
▽対象　平成７年４月２日以降に生まれた子どもが３
人以上いる家族の親子
▽受付期間　７月16日～
▽受付場所　子育て支援課（市役所１階）
▽申請に必要なもの　対象者全員分の保険証など
■問い合わせ先　子育て支援課子育て戦略担当（☎
40・7038）

子育て世代を支援します

　　バス路線活性化事業
　　～まちなかお出かけパス事業～
　本事業は、子育て世代の支援と中心市街地への誘導、
公共交通の利用促進を目的に、親子で路線バスに乗り
『市内各地のバス停⇔市中心部のバス停』を移動した
ときの運賃を、保護者は片道 100円、小学生の子ど
もは無料とするものです（未就学児は現在でも無料）。
　なお、利用に当たっては、事前に「まちなかお出か
けパス（以下「パス」）」の交付を受け、バスを降りる
際に保護者は「パス」を、小学生は通学する学校の名
札を提示する必要があります。
▽対象路線　市内各地と市中心部を結ぶバス路線（土
手町循環 100 円バス、城東環状 100 円バス、ため
のぶ号を除く）
【運賃が軽減されるバス停】　
　弘前駅前、弘前バスターミナル、弘前バスターミナ
ル前、大町二丁目、上土手町、市立病院前、土手町十
文字、上代官町、中央通り一丁目、中土手町、下土手
町、中央通り二丁目、青森銀行前、本町、上元寺町、
桜大通り、ホテルニューキャッスル前、文化センター
前、大学病院前、市役所前公園入口、市役所前、中央
高校前、亀の甲町角、亀の甲門前（上記バス停間での
利用は、運賃軽減の対象外となりますので、ご注意を）
▽対象　市内に住民登録があり、小学生以下の子ども
がいる家庭
▽受付場所　都市政策課、岩木総合支所民生課、相馬
総合支所民生課、各出張所、市民課城東分室、総合行
政窓口（ヒロロ３階、７月27日から受け付け開始）
※都市政策課以外ではパスの即日交付は行いません

対象となる人は
申請を

ＢＵＳ
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介護保険料が変更になる場合があります
通知書を確認の上、
該当になる人は申
告してください

　平成 25年度分の介護保険料が決定し、７月 12日
付けで通知しています。保険料は、４月１日を基準日
として算定していますが、本年度の介護保険料が第３
段階、第４段階の人で、平成24年中の収入申告をし
ていない人は、次の条件を満たしている場合、収入の
申告をすることにより介護保険料が安くなります。該
当する人は申告してください。
▽申告対象者　７月 12 日付け介護保険料の通知書
で、「基準判定額」が空欄で、かつ「所得段階」欄に「第
３段階」または「第４段階」と表示されている人（右
図を参照）のうち、次のいずれかに該当する人
①年金収入が非課税年金（遺族年金・障害年金など）
だけの人で、平成 24年中の合計所得が 80万円以下
の人
②年金収入が少なく平成 24年中の合計所得が 80万
円以下の人
※申告により、 所得段階が移行した人には、保険料の
変更通知書を順次送付します。
▽申告に必要なもの　①平成24年中の収入金額が分
かるもの（非課税年金については不要）／②印鑑
▽申告受付場所　市民税課（市役所２階、窓口207）
▽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）

平成24年中の収入申告をしていない65歳以上の人へ

この欄を　　　　
確認してください
　「基準判定額」が
空欄で、かつ「所得
段階」欄に「第３段
階」または「第４段
階」と表示されて
いる場合

▼通知書タイプの場合（３ページ目）

▼はがきタイプの場合（開いて１番右側）

船沢など９地区で開催
　市政懇談会は、市民の皆さんとの直接対話の中から
さまざまな提案を出してもらう場として、弘前市町会
連合会と市が協働で、毎年開催しています。
　本年度は下表の９地区で開催され、市長をはじめ市
の幹部職員が開催地区に出掛け、市政についての意見
交換や、その地区で実施される事業の説明、各地区か
ら事前に提出された意見や要望への回答を行います。
　市政懇談会は誰でも自由に参加できます。近くで開
催されるときには、まちづくりについて、直接皆さん
の声をお聞かせください。

昨年度の
案件への対応
　平成 24 年度の
市政懇談会は、堀
越地区をはじめ９
地区で開催され、
327 人が参加し、
171件の要望や意見などが出されました。
　内容は、道路関連の整備や防災対策など、生活に密
着したものが多く、ほかにも産業振興をはじめ多岐に
わたるものでした。
　案件への対応状況は、全体の約 48％が解決済みま
たは要望にこたえられる、約 17％が市からの説明な
どで理解が得られた、約 24％が今後の検討が必要、
約 11％が要望に沿えないとなっています（平成 25
年４月１日現在）。
　なお、平成24年度市政懇談会で提出された要望や
意見などをまとめた「市政懇談会案件集」は、広聴広
報課（市役所３階、窓口 308）や市ホームページで
閲覧できます。
▽問い合わせ先　広聴広報課広聴広報担当（☎ 35・
1194）

広聴事業　市政懇談会８月 19日から
スタートします

実施日 地区名 会場
８月19日（月） 船沢 船沢公民館（大研修室）
８月 22日（木） 相馬 相馬やすらぎ館
８月 23日（金） 高杉 北辰学区高杉ふれあいセンター（体育室）
８月 27日（火） 豊田 総合学習センター（２階大会議室）
８月 28日（水） 和徳 宮川交流センター（体育室）
８月 30日（金） 北 宮園第三団地集会所
10月２日（水） 下町 勤労青少年ホーム（集会室）
10月４日（金） 文京 中野集会所
10月９日（水） 時敏 社会福祉センター（２階会議室）
※時間は午後１時半～３時半（８月 23日の高杉地区会場
のみ、午後２時～４時）。

ひろさき歴史体感ツアー
　1590年、津軽為信は豊臣秀吉から津軽の領地を安
堵（あんど）され、1594年に拠点を大浦城から堀越
城に移します。その後、２代藩主・信枚が、1611年
に高岡城（後の弘前城）を築き、弘前は明治に至るま
で津軽の政治・経済・文化の中心として栄えました。
　津軽氏の足跡を示す城跡として、国の史跡に指定さ
れている堀越城跡と弘前城跡。市では、堀越城跡につ
いて、発掘調査の成果を基に、昨年度から本丸の整備
を進めています。一方、弘前城跡については、本丸東
面の石垣の膨らみが大きくなっていることから、昨年
度から解体修理に伴う発掘調査に着手しています。
　今回、このように整備や発掘が進む城跡などを巡る
ツアーを開催します。この機会に弘前の歴史を体感し
てみませんか。

共通事項
▽集合　午後１時までに、市立観光館バスプールへ。
※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）。
▽定員　40人（先着順）
▽参加料　無料
▽受け付け開始　７月25日から電話で受け付け（両
コースへの重複申し込みはできません）
▽受付時間　午前９時～午後５時（土・日曜日を除く）
▽問い合わせ・申込先　文化財課埋蔵文化財係（岩木
庁舎内、☎82・1642）

石垣修理に伴い弘前城本丸
平場の発掘調査を開始
　市では本年度、
弘前城天守北側
700㎡の範囲にお
いて、遺構確認調
査を実施します。
調査期間中、発掘
現場（下図参照）
は通行できません
ので、ご不便をお
掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
　なお、発掘現場は、随時見学することができます。
また、発掘調査の成果については、10月に現地説明
会を開催する予定です。日程については、詳細が決ま
り次第お知らせします。
▽調査期間　７月16日～ 11月 22日
▽問い合わせ先　公園緑地課弘前城整備活用推進室
（☎33・8739）
※弘前城天守・本丸東面石垣の様子は、市ホームペー
ジ掲載のライブカメラ「弘前城天守ライブカメラ」
（http://view.aomori.isp.ntt-east.co.jp/spot/
permanent/220.html）で見ることができます。

世界遺産をめざす
「青森県の縄文遺跡展」
　当市の大森勝山遺跡など、世界遺産を目指す県内９
つの縄文遺跡を、出土品やパネルなどで紹介します。
▽とき　７月19日～ 21日、午前９時～午後５時（最
終日は午後４時まで）
▽ところ　青森県観光物産館アスパム（青森市安方１
丁目）１階催事ホール
▽入場料　無料
▽問い合わせ先　「青森県の縄文遺跡群」世界遺産を
めざす会（☎青森017・788・3339）　

本丸整備が進む堀越城跡

弘
前
城
本
丸
東
面
石
垣

大
森
勝
山
遺
跡

（
平
成
19
年
発
掘
調
査
時
）

 Ｂコース
如来瀬石切丁場跡と
弘前城跡本丸石垣を巡る
▽とき　８月25日（日）
　　　　午後１時～４時

石垣修理に伴い発掘調査が行
われた弘前城跡（平成 24年）

 Ａコース
津軽為信の居城

「堀越城跡」と
石川高信の居城

「石川城跡」を巡る
▽とき　８月24日（土）
　　　　午後１時～４時

本丸

天守

下乗橋
南口券売所

発
掘
現
場

【
発
掘
現
場
位
置
図
】

文化財に
親しもう

◆

市政情報
Town Information
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りんご草木染・
りんごアクセサリー展
　りんごを使った草木染のストール
やＴシャツ、りんごをモチーフとし
たアクセサリーなどを展示します。
▽とき　７月26日～８月 19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）

夏の白神学校開校

　白神山地
世界遺産登
録 20 周年
を記念して、
白神山地の恵みやその魅力を体感す
ることができる夏の白神学校を開校
します。
▽とき　７月 27 日・28 日の午前
８時半～午後５時
▽ところ　白神山地ビジターセン
ター（西目屋村田代）
▽内容
◎屋内イベント
〇白神山地クイズラリー
〇ゆるキャラと遊ぼう！
〇ぬりえコーナー
〇パステルアート体験教室
〇大型映像特別上映
◎屋外イベント
〇イワナつかみ取り体験（１日2回、
各回先着50人）
〇親子木工体験（1日 2 回、各回
先着25組）
〇白神探検隊…①暗門川探検隊（ア
クアグリーンビレッジANMON周
辺の暗門川に生息する淡水魚や水生
昆虫などを親子で探索・調査〈子ど
もは小学生程度、事前の申し込みが
必要。抽選で各日 30 組〉）／②ブ
ナの森探検隊（遊々の森を親子でツ
リーイング・ネイチャーゲーム〈子
どもは小学生程度、事前申し込みが
必要。抽選で各日10組〉）
〇飲食コーナー

■問白神山地世界遺産登録 20 周年
記念事業実行委員会事務局（県
環境生活部自然保護課、☎青森
017・734・9257、 ■Ｆ 017・
734･8072、 ■Ｅ shizen@pref.
aomori.lg.jp）
※ホームページとフェイスブックで
情報発信しています。「白神山地世
界遺産登録20周年」で検索を。

弘前学院大学
父母と教職員の会講演会
▽とき　７月20日（土）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽演題　八甲田雪中行軍歩兵第 31
連隊から学ぶ危機管理
▽講師　間山元喜さん（ＭＭ総合企
画代表）
▽対象　市民
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。駐車ス
ペースに限りがありますので、なる
べく公共交通機関のご利用を。
■問弘前学院大学総務課（☎ 34・
5211）

弥生いこいの広場の催し

【ミッション�昆虫お兄さんを探
せ！】
　“昆虫お兄さん”を探し出して、
カブトムシとの交換カードをもら
い、カブトムシを手に入れよう！
▽とき　８月３日（土）の午前９時
～正午と午後１時～３時（雨天中止）
▽参加料　無料（動物広場入園料が
必要となる場合あり）
※事前の申し込みは不要。カブトム
シが無くなり次第終了。
【ポニーや動物たちと遊ぼう！】
　動物たちと触れ合ったり、飼育の
裏側見学や工作をしたりして、夏休
みの思い出を作ろう！
▽日程　８月７日（水）、午前８時
半＝追手門広場集合（雨天決行）、
午前９時＝バス出発、午後３時半＝
追手門広場解散
▽対象　小学生＝50人
▽参加料　800円（当日徴収）

※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、雨具、おにぎり
※豚汁と飲み物を用意します。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

第６回もの忘れフォーラム
in弘前
▽とき　７月28日（日）
　　　　午後２時～4時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽テーマ　認知症の早期発見と治療
▽内容　基調講演「認知症疾患医療
センターの役割」…講師・田崎博一
さん（弘前愛成会病院院長）／特別
講演「もの忘れが心配になったら、
そして気付いたら」…講師・新井平
伊さん（順天堂大学大学院医学研究
科精神・行動科学教授）／パネルディ
スカッション
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問エーザイ（☎青森 017・777・
7545）

保護者対象キャリア講話
「子どもの夢をはぐくむために」
　子どもが将来なりたい職業や夢を
実現するためには、保護者の皆さん
の応援が必要です。教育委員会では、
弘前大学オープンキャンパスの場を
借りて保護者のためのキャリア講話
を実施します。
▽とき　８月８日（木）、午前 11
時～正午（オープンキャンパスは午
前 10時～午後３時で、構内を自由
に見学できます）
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）３階306講義室
▽講師　境江利子さん（地域キャリ
ア教育プロデューサー）
▽対象　市内児童・生徒の保護者
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。当日は弘
前大学には駐車できません。自家

 イベント

　   暮らしの
nformation

●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

用車は、第三中学校（豊原 1丁目）
へ駐車してください（誘導員がいま
す）。
■問学校教育改革室（☎82・1645）

農家のおかあさん直伝！
「おいのまんま」
　市内農家の“おかあさん”と交流
しながら、農家のまかない食「おい
のまんま」を作ってみませんか。
▽とき　８月８日（木）
　　　　午前10時～午後１時
▽ところ　追の沢マス釣場（百沢字
東岩木山）
▽内容　「ナスのシソ巻き」や「夏
野菜たっぷりのダッチオーブン料
理」など
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　1,500 円（小学生以下
は800円）
※事前の申し込みが必要。
■問巧みなママねっと事務局（田村さ
ん、☎携帯 090・7069・1358、
■Ｆ 83・2325）

「第２回津軽岩木スカイライン
を歩いてみよう会」参加者募集
▽とき　９月８日（日）
※雨天決行。ただし、雷・警報発令
時は中止。
▽集合　午前６時 50分までにＪＲ
弘前駅城東口駐車場前（往復とも専
用貸切バスを利用。帰りは午後１時
半に８合目出発）
▽コース　Ａコース＝ 10㎞／Ｂ
コース＝５㎞
▽対象　小学生以上＝ 180 人（先
着順。小学生は保護者同伴）
▽参加料　１人 2,000 円（当日徴
収）
▽持ち物　昼食、飲み物、雨具など
▽申し込み方法　電話、郵送または
ファクス（住所・氏名・年齢・性別・
電話番号・希望コースを記入）で、
８月31日までに申し込みを。
※体の不自由な人も参加できます
が、事前にご連絡ください。
■問弘前歩こう会事務局（今井二三夫
さん、〒 036・8333、若党町 75
の２、☎兼■Ｆ 32・9272）

※平成 25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。

ひろさきグリーン・ツーリ
ズムモニターツアー第１弾
　農作業体験などを通して、グリー
ン・ツーリズムに触れてみませんか。
▽とき　８月９日（金）
　　　　午前９時～午後２時
※当日は午前９時までに農産物直売
所「野市里（のいちご）」（宮地字川添）
駐車場に自家用車で集合。各体験場
所へは各自自家用車で移動します。
▽内容　夏野菜の収穫体験／収穫し
た夏野菜を使ったダッチオーブン料
理、空き缶を使った炊き込みご飯づ
くり、薫製づくり、クロモジの枝を
使ったはしづくりなど
※雨天時は一部変更あり。
▽対象　市民（小学生は保護者同伴。
１家族３人まで可）
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　1,000 円（体験料の一
部として、当日徴収）
▽持ち物　飲み物、空き缶（洗浄済
みの350㎖のアルミ缶）
■問 7月 29日までに、弘前市グリー
ン・ツーリズム推進協議会事務局（農
業政策課内、☎40・7102）へ。

第３回北の文脈文学講座

▽とき　７月20日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽テーマ　寺山修司と青森俳句会
▽講師　舘田勝弘さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料（事前の申し込みは
不要。ただし観覧料は必要です）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※ 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。年齢や住所を確認できるものの
提示を。

■問市立郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

相馬で夏の紙漉き体験

▽とき　７月 27 日・28 日、①午
前 10時～、②午前 11時～、③午
後１時～、④午後２時～
▽ところ　交流センター紙漉の里
（紙漉沢字山越）
▽内容　オリジナル色和紙の作製
▽対象　市民
▽定員　各回15人
▽参加料　200円
■問７月 22日から、中央公民館相馬
館（☎84・2316）へ。

東北女子短期大学保育科
保育講座
▽とき　８月４日（日）
　　　　午前９時半～11時
▽ところ　柴田幼稚園（清原１丁目）
▽内容　乳児への語りかけ方（マザ
リーズ）や関わり方を体験的に学ぶ
▽講師　児玉たまみさん（マザリー
ズの会代表）ほか
▽対象　０歳児とその親＝15組
▽受講料　無料
■問はがき、またはＥメール（親子の
氏名・住所・年齢・電話番号を記入）
で、東北女子短期大学保育科保育講
座係（〒 036・8503、上瓦ヶ町
25、☎ 32・6151、■Ｅ hoikuka@
toutan.ac.jp）へ。

なでしこフットサル

　女性だけでフットサルを楽しみま
す。
▽とき　平成 26年３月までの毎週
日曜日、正午～午後１時
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽対象　小学生以上の女性
▽参加料　１回100円
※初回に限り無料体験ができます。
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
動きやすい服装
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
■Ｆ 88・6239）

　　　ロゴマーク

 教室・講座
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夏休みこども創作講座

　県産材を使い「ひばトンボのモ
ビール」を作ろう！
▽とき　８月10日（土）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽講師　藤岡秀雄さん（一級建築大
工技能士）
▽対象　小学生と参加を希望する保
護者
▽定員（教材数）　50人（先着順）
▽参加料　１人500円（当日徴収）
▽持ち物　手ふき用タオル
▽申し込み方法　ファクスまたはＥ
メール（住所・氏名〈ふりがな〉・
学年・電話番号・教材数を記入）で、
８月９日（必着）までに申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）
※講座をサポートするボランティア
を募集しています。詳しくは問い合
わせを。

シンフォニー「成年後見制
度を考える会」夏期セミナー
　「おひとり様の老後に備える」を
テーマに開催します。
▽日程と内容
〇８月17日（土）、午前10時（受
付は午前９時半～）＝講義①「葬儀
に備える」、午後１時＝講義②「入
院に備える」
〇８月18日（日）、午前10時（受
付は午前９時45分～）＝講義③「入
所に備える」、午後１時＝講義④「手
続きに備える」
※終了後、修了証の授与（全講義修
了者）と懇親会あり。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第３会議室
▽定員　各40人程度（先着順）
※事前に予約できます。
▽参加料　１講義＝ 300 円（全講
義受講の場合は1,000円）
※懇親会への参加は別途 300 円が
必要。
■問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（鎌田さん、☎兼■Ｆ 38・
1829、北川さん、☎兼■Ｆ 33・

0393）
※平成 25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。

かっこいい大人養成講座２

～登山囃子を覚えてお山参詣に行こ
う～
　旧暦の８月１日に五穀豊穣（ほう
じょう）・家内安全を祈願するため、
岩木山を目指す伝統行事「お山参詣」
に、登山囃子（ばやし）の笛を覚え
て参加できるよう指導します。
▽とき　８月 18日～９月１日の毎
週水・日曜日、午後７時～９時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）中会議室ほか
▽内容　登山囃子の笛の演奏に必要
な音の出し方、姿勢などの基礎的な
指導から実際の演奏、運指表の見方
まで／お山参詣の歴史や参加方法、
楽しみ方の解説
▽講師　津軽笛地域づくり実行委員
会
▽対象　18歳以上でねぷた囃子を
笛で演奏したことがある人＝ 40人
（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　登山囃子の笛（６寸３分）
※持っていない人は相談を。
■問８月 10 日までに、中央公民館
（☎ 33・6561、■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

食生活改善推進員養成講座

　栄養や食生活についての知識や技
術を学び、「食」を通じた健康づく
り活動を行うボランティアを養成す
る講座です。
▽とき　８月 20 日・26 日、9 月
２ 日・10 日・17 日・20 日、10
月１日・７日・18 日・22 日の午
前 10時～正午（初日と最終日は午
後１時から）
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階大会議室
▽内容　食生活改善、生活習慣病の
予防、食品衛生、献立作成、調理実
習など（10単位〈おおむね20時間〉
の受講が必要）
▽対象　全日程を受講できる人で、
受講後に食生活改善推進員として活

動できる市民＝30人（先着順）
▽受講料　1,650 円（テキスト代
として）
※託児室を用意します。
■問７月 31日までに、弘前市保健セ
ンター（☎37・3750）へ。

弘前市防災マイスター
育成講座
　市では、防災に関する高い意識と
知識を持ち、地域防災の推進者とな
る「防災マイスター」の育成を目的
とした講座を開講します。
▽とき　８月 24 日・31 日、９月
７日・28 日、10 月５日・26 日、
11月２日・16日
▽ところ　市役所（上白銀町）２階
大会議室
▽対象　市民または市内に通勤・通
学する、おおむね20歳以上の人
▽定員　40人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、８月７日までに、郵送、
ファクスまたはＥメールで防災安全
課（〒 036・8551、上白銀町１
の１、■Ｆ 35・7956、■Ｅ bousai-
anzen@city.hirosaki.lg.jp）へ。
※申込書は防災安全課（市役所3階）
に備え付けているほか、市ホーム
ページからダウンロードできます。
また、講義内容・時間などの詳細に
ついては、ホームページをご覧くだ
さい。
■問防災安全課防災担当（☎ 40・
7107）

第３回ふれあい介護者教室

▽とき　８月20日（火）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　パインハウス岩木（賀田
２丁目）２階会議室
▽テーマ　「認知症あるある劇場」
▽内容　認知症の正しい理解と接し
方について
▽対象　市内に居住する、介護に携
わる人や興味のある人
▽定員　40人
▽参加料　無料
■問８月 10 日までに、松山荘在宅
介護支援センター（小山内さんか
福沢さん、☎ 82・3330、■Ｆ 82・
3228）へ。

 暮らしのinformation

▽参加料　100円（資料代として）
※事前の申し込みが必要。
■問ひろさき若者サポートステーショ
ン（駅前３丁目、藤田ビル１階、☎
32・2005）

親子料理教室

▽とき　８月１日・２日の午前 10
時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽献立　簡単ライスピザ、夏野菜き
らきらゼリー寄せ、モロヘイヤスー
プ、なすとりんごのヨーグルトパ
フェ
▽対象　小学生とその親＝各日 15
組（初めての人優先の先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、飲み物
■問７月 22日～ 24日に、電話で弘
前市保健センター（☎ 37・3750、
受付時間は午前８時半～午後５時）
へ。

エコで遊ぼう inプラザ棟
2013
　身の回りにあるさまざまな物を
使って、環境に関する体験教室を開
催します。
▽日程・定員
①親子で体験☆エコスイーツ・クッ
キング＝８月 10日、午前９時半～
正午／親子10組（20人）
②自由工作と糸のこ体験＝８月 10
日・11 日、午前 10 時～午後３時
／制限なし
③布をリサイクルして髪飾りを作ろ
う＝８月 10日、午後１時～午後３
時半／親子15組（30人）
④ミニミニロケット作り教室＝８月
10日、午後１時～３時半／制限な
し
⑤生藍（あい）染め教室＝８月 11
日、午前９時半～午後３時／15人
⑥ペットボトルキャップでミニミニ
帽子作り教室＝８月 11日、午後１
時～３時半／親子15組（30人）
▽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　①＝１人 100 円（小学
生未満は無料）／②～⑥＝無料
※②以外は事前の申し込みが必要。

持ち物は、申し込みの際に確認を。
■問７月 17 日から、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）へ。
※月曜日は休館日です。

ヒロロ健康クッキング講座

　栄養のお話や簡単な料理づくりの
講座です。
▽とき　８月８日（木）
　　　　午前10時半～午後１時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　野菜を食べよう！簡単クッ
キング
▽対象　市民＝15人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、飲み物
■問７月 26日～ 31日に、電話で弘
前市保健センター（野田２丁目、☎
37・3750、受付時間は午前８時
半～午後５時、土・日曜日を除く）へ。

子ども天文クラブ公開講座

～ペルセウス流星群と天の川～
▽とき　８月10日（土）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　星と森のロマントピア天
文台「銀河」（水木在家字桜井）
※現地集合・解散。
▽内容　ペルセウス座流星群を観察
し、流れ星を見つけるコツを伝授／
織姫星や彦星など、天の川を取り巻
く夏の星について解説を交えながら
紹介／岩木山に沈んでいく三日月の
観察
▽講師　鶴見弥生さん（みちのく天
文サークル）
▽対象　市内の小・中学生および同
伴者＝30人（先着順）
※親子や団体での参加も可。小学校
２年生以下は保護者同伴で。
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、デジタルカメ
ラ（持っている人）、防寒具（夜は
冷え込みます）
■問８月９日までに、中央公民館（下
白銀町、弘前文化センター内、☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

暑中げいことスポーツ教室

【柔道暑中げいこ】
▽とき　７月24日～ 28日
　　　　午前６時～７時半
▽内容　柔道の基本動作の習得と健
康増進
▽講師　弘前柔道協会
▽対象　小学生以上＝50人
【躰道（たいどう）暑中げいこ】
▽とき　７月24日～ 28日
　　　　午前６時～７時半
▽内容　躰道の基本動作の習得と健
康増進
▽講師　弘前市躰道協会
▽対象　小学生以上＝50人
【少年少女バレーボール教室】
▽とき　７月26日～ 28日
　　　　午前10時～正午
▽内容　バレーボールの基本動作の
習得と健康増進
▽講師　弘前バレーボール協会
▽対象　小学校４年生～中学生＝
50人
～共通事項～
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み　当日会場で受け付け
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

コミュニケーション講座
「トーク輪」
　ひろさき若者サポートステーショ
ンでは、「仕事を探しているけど、
どうしたらいいか分からない」「し
ばらく働いていないけどまた働きた
い」という津軽地域に住んでいる
15歳～ 39 歳の人とその家族を対
象に、働くための支援をしています。
　身体を動かしたり、ゲームをした
りと、トレーニングを繰り返すこと
で、自信や積極性が生まれる実践的
な講座です。
▽とき　７月24日（水）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽テーマ　「声をだしてみよう～相
手に届く声の大きさを知って、気持
ちも一緒に伝えよう～」
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成26年７月 31日です。なお、75
歳に達する人は、後期高齢者医療制
度に移行するため、有効期限が異な
ります。また、自己負担の割合が１
割の人は、平成 26年４月から２割
となる予定です。
　有効期限が過ぎた高齢受給者証
は、国保年金課、岩木・相馬総合支
所民生課、または各出張所に返還す
るか、裁断の上確実に廃棄してくだ
さい。
■問国保年金課国保保険料係（市役所
１階、窓口158、☎ 40・7045）

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　８月７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）
■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）

「弘前市在宅心身障がい者タ
クシー等利用券」を利用す
る皆さんへ
　市では、障がいのある人へ「弘前
市在宅心身障がい者タクシー等利用
券」を交付しています。利用券の裏
面に掲載されているタクシー会社な
どのうち、「十五番タクシー」では
利用券が使用できなくなりました。
　今後は、掲載されているほかのタ
クシー会社などで使用するようお願
いします。ご不便をお掛けしますが、
ご了承ください。
※本年度の利用券交付対象者には、
既に３月末に、交付のための申請手
続きについて通知していますので、
まだ申請をしていない人は、早めに
手続きを。なお、交付対象者は、手
帳の等級制限・所得制限などがあり
ます。
■問福祉政策課医療助成係（☎ 40・
7036）

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。
▽８月の相談日　19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）
■問健康づくり推進課（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

成人歯科健診

　市では、平成 26年３月 31日ま
でに 40 歳・50 歳・60 歳・70 歳
になる人を対象に、成人歯科健診を
実施しています。対象者には受診券
を送付していますので、まだ受診し

ていない人は、この機会にぜひ受診
しましょう。なお、健診は指定の歯
科医療機関で、各自の都合に合わせ
て受診できます。
▽料金　無料（健診後の治療費は本
人負担）
■問健康づくり推進課（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

スナッグゴルフコース
無料開放
　岩木川市民ゴルフ場では、スナッ
グゴルフの普及・振興、市民の体力
作りを目的として、スナッグゴルフ
コースを無料開放します。用具も無
料で貸し出ししますので、ぜひ体験
してみませんか。
▽とき　11月中旬まで（予定）
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 35・
8644）

 暮らしのinformation

の人＝30人程度
▽受講料　無料（別途「一般体操指
導員」受講料が必要）
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、８月 12日までに、健康
づくり推進課（野田２丁目、弘前市
保健センター内）へ。
※申込書は市ホームページからダウ
ンロードできます。
【説明会】
　受講希望者を対象に開催します。
▽とき　７月28日（日）
　　　　午前11時～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

夏季河川清掃美化運動

　市と市町会連合会が、市内主要６
河川で清掃美化運動を実施します。
本年度も、従来の河川のほか、誰で
も自由に参加できる清掃区域を設け
ました。良好な生活環境を守るため、
多数の参加をお願いします。
　なお、清掃開始時間は地区によっ
て異なりますので、事前にお問い合
わせください。
▽とき　７月28日（日）
※大雨や河川増水の場合は中止。
▽ところ　市内主要６河川＝土淵
川・寺沢川・腰巻川・後長根川・大
和沢川・前川／自由参加区域＝岩木
川悪戸河川敷運動広場周辺・岩木川
茜の夕陽水辺の楽校
■問環境管理課資源循環係（☎ 35・
1130）

木造住宅耐震診断の希望者
を募集
　次の条件を満たす木造住宅の所有
者が希望する場合に、市が専門知識
を有する耐震診断員を派遣し、耐震
診断を行います。
▽対象住宅　市内にある、①～⑤の
要件すべてに該当する住宅
①昭和 56年５月 31日以前に建築
されたもの／②一戸建ての専用住宅
または併用住宅（延べ面積の２分の
１以上を住宅の用に供し、かつその

他の用途に供する部分の床面積が
50㎡以下であるものに限る）で地
上階数が２以下のもの／③一般構法
（在来軸組構法）または伝統的構法
によって建築された木造住宅である
こと／④現在、居住している住宅で
あること／⑤原則として延べ床面積
が200㎡以下であること
※ 200㎡を超える場合は、400㎡
を上限に、申込者負担の増額で対応
します。
▽診断費用　申込者負担として、１
戸当たり8,000円
※診断費用は 200㎡以下の場合は
総額 13 万 8,000 円ほどですが、
残額は国・県・市で負担します。
▽募集戸数　20戸（うち、優先枠
５戸）
※応募多数の場合は抽選。なお優先
枠は、65歳以上の一人暮らしの人
など、災害時要援護者名簿登録制度
の対象者です。
▽募集期間　７月 16日～９月 30
日
▽申込書の配布　建築指導課（市役
所５階、窓口551）で配布。市ホー
ムページからもダウンロードできま
す。
■問建築指導課（☎40・7053）

市民参画センター
開館時間を変更
　８月１日～４日は、市民参画セン
ター前にねぷた観覧の桟敷席が設置
され、センターへの出入りが困難に
なることが予想されますので、次の
とおり開館時間を変更します。
▽変更期間　８月１日～４日
▽開館時間　午前９時～午後５時
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

国民健康保険
高齢受給者証の更新
　70歳以上 75 歳未満の国民健康
保険加入者に交付している高齢受給
者証を７月下旬に発送しますので、
お手元に届きましたら、記載内容な
どを確認してください。間違いがあ
る場合や届かない場合は、国保年金
課、岩木・相馬総合支所民生課、ま
たは各出張所に申し出てください。
　新しい受給者証の有効期限は、平

ゆったり～ヨガ教室

　モーニングロハスヨガと月見ヨガ
を開催します。
▽とき　①モーニングロハスヨガ＝
９月 14日までの毎週土曜日、午前
７時～８時／②月見ヨガ＝ 7月 22
日～９月９日の毎週月曜日、午後７
時～８時
▽ところ　弘前公園（下白銀町）市
民広場
▽対象　市民
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料含む）
▽持ち物　ヨガマット、レジャー
シート、飲み物、動きやすい服装
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
■Ｆ 88･6239）

ひろさき健幸増進リーダー
養成講座
　市が弘前大学大学院医学研究科に
開設する寄附講座「地域健康増進学
講座」では、「がん」をはじめとす
る生活習慣病の予防などについて研
究し、併せて市民を対象に、健康づ
くりの基礎と運動指導の知識や技術
を学び、地域での「健康づくり活動」
のけん引役として活躍できる人を養
成するコースを開講しています。
　修了後は「ひろさき健幸増進リー
ダー」として認定され、自主的な健
康活動の実践や、市や弘前大学の健
康活動に協力してもらいます。全国
で活躍できる「一般体操指導員」の
資格も取得できます。
　皆さんも弘前大学で学び、地域の
健康づくり活動に参加してみません
か。
▽期間　９月４日から約５カ月（講
義・実技は毎週水曜日に実施）
▽時間　午後６時～９時
※このほか、運動教室などでの実習
があります。
▽内容　健康概論、生活習慣と疾病、
運動と健康管理など
※講義 17コマ・実技８コマ（おお
むね 40時間）の受講が必要になり
ます。
▽対象　市民または市内に通勤・通
学する人で、全日程の受講ができ、
修了後に「ひろさき健幸増進リー
ダー」として活動できる 18歳以上

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

 その他
  

 

　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
25年４月 20 日現在、弘前市に住
民登録のある人には、８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。対象のうち、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

対象年齢 生年月日

20 歳 　平成４（1992）年４月２日
～平成５（1993）年４月１日

25歳 　昭和62（1987）年４月２日
～昭和63（1988）年４月１日

30歳 　昭和57（1982）年４月２日
～昭和58（1983）年４月１日

35歳 　昭和52（1977）年４月２日
～昭和53（1978）年４月１日

40歳 　昭和47（1972）年４月２日
～昭和48（1973）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 25年４月 1日現在。

対象年齢 生年月日

40 歳 　昭和47（1972）年４月２日
～昭和48（1973）年４月１日

45歳 　昭和42（1967）年４月２日
～昭和43（1968）年４月１日

50歳 　昭和37（1962）年４月２日
～昭和38（1963）年４月１日

55歳 　昭和32（1957）年４月２日
～昭和33（1958）年４月１日

60歳 　昭和27（1952）年４月２日
～昭和28（1953）年４月１日

保管をお願いします。
　詳しくは、クーポン券などと一緒
に送付す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、
当市のクーポン券との交換が必要で
すので、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、健康づくり推進課
（野田２丁目、弘前市保健センター
内、☎37・3750）へ。

がん検診
推進事業

子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診
無料クーポン券について
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自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込締め切り日までに各
訓練施設へ受講申込書を提出してく
ださい。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

小型移動式クレーン
運転技能講習
▽とき　８月21日～ 23日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝日本通運弘
前支店ターミナル（新里字中平岡）
▽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
手帳を有する18歳以上の人
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円（別途テキスト代
1,600円が必要）
▽申し込み受け付け　８月５日～９
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。
■問弘前就労支援センター（☎ 33・
5657）
※８月２日までは駅前３丁目、第2
トモエビル２階（受付時間は午前
10時～午後５時）へ、８月５日か
らは駅前町、ヒロロ３階（受付時間
は午前９時～午後５時）へ。

地域資源特派員を募集中

　津軽広域連合では、「あなたのま
わりの“季節を感じる”もの」「ま

ちで見かけた“時代を感じる”もの」
「あなたのまちの“奇祭・奇習”」の
３つのテーマで身近な地域資源を報
告してくれる特派員を募集していま
す。
▽応募資格　弘前市、黒石市、平川
市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎
館村、西目屋村に在住、在勤または
在学している人
▽登録方法など　津軽広域連合ホー
ムページから登録申込書をダウン
ロードし、必要事項を記入の上、郵
送・ファクスまたはＥメールで送付
してください。後日、申込者全員に、
特派員証を送付します。
▽報告・公表　地域資源を見つけた
際は、郵送またはＥメールでレポー
トを提出してもらいます。レポート
は津軽広域連合の広報紙やホーム
ページに掲載します。
※ペンネームでの公表も可。
■問津軽広域連合「地域資源特派員」
係（〒 036・1393、賀田１丁目
１の１、☎ 82・1201、 ■Ｆ 82・
2201、 ■Ｅ tsugarukoiki09@hi-
it.jp、 ■Ｈ http://tsugarukoiki.
jp/）

バス車内事故防止について

　青森県バス協会では、７月１日～
31 日の１カ月間、「バス車内事故
防止キャンペーン」を実施していま
す。
　バス車内事故防止のため、次のこ
とについて、皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
〇走行中に席を離れると、転倒など
思わぬけがをする場合があります。
降りるときは、バスが停留所につい
て扉が開いてから席を立つようにし
ましょう。
〇バスは安全運転に徹しています
が、やむを得ず急ブレーキをかける

場合があります。満席などにより、
席に座れない場合は、つり革や握り
棒にしっかりつかまるようにしま
しょう。
■問青森県バス協会（☎青森 017・
739・0571）

 

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
8／4 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
11 山内整形外科（城東４） ☎26・3336
18 北都クリニック（相良町）☎32・1335
25 吉田クリニック（百石町）☎37・6300

内　科
8／4 さがらクリニック（桔梗

野１）
☎37・2070

11 千葉胃腸科内科医院（石
渡３）

☎36・7788

18 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
25 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
8
 ／11

一戸眼科医院（富田2） ☎32・3076

25 坂本耳鼻咽喉科内科医院
（南瓦ヶ町）

☎33・6373

歯　科
8／4 たかち歯科小児歯科医院
（向外瀬４）

☎37・5533

11 やがわ歯科医院（城西４）☎39・6400
18 明本歯科医院（大町３） ☎35・4774
25 やぎはしファミリー歯科
（富田町）

☎36・4180

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  180,072人　   （－16）
　 男　　  82,470人　   （－　６）
　 女　　  97,602人　   （－10）
・世帯数　 72,246世帯    （＋71）
平成 25年６月１日現在（推計）

 暮らしのinformation

防職Ｂ＝平成４年４月２日～平成８
年４月１日に生まれた人
②日本国籍を有し、弘前市、黒石市、
平川市、大鰐町、板柳町、藤崎町、
田舎館村、西目屋村に現住所か本籍
があり、矯正視力を含み両眼で0.7
以上かつ一眼でそれぞれ 0.3 以上、
赤・青・黄色の識別ができ、男性は
身長おおむね 160㎝以上、女性は
おおむね155㎝以上の人
▽採用予定　21人
▽第１次試験日　８月24日（土）
▽試験場所　第二中学校（平岡町）
▽試験科目　消防職Ａ＝大学卒業程
度の教養試験・専門試験／消防職Ｂ
＝高校卒業程度の教養試験／各職種
共通＝適性検査、体力測定
▽受験申込書の提出方法　消防本部
総務課で交付する受験申込書に記入
し、必要書類を添え、８月７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、祝日を除く午前８時半～午後５
時です。
■問 消 防 本 部 総 務 課（ 〒 036・
8203、 本 町 ２ の １、 ☎ 32・
5102）

文化センターに
子どもの作品を展示しよう☆
　弘前文化センターを会場に今年で
52回目を迎える「弘前市子どもの
祭典」（11月３日開催）において、
子どもの作品展示会を開催します。
当日展示する小・中学生の作品を募
集しますので、夏休み中に作った作
品など、奮ってご応募ください。
▽対象　市内の小・中学生
▽テーマ・応募規定など　
○団体作品　一つの作品を２人以上
で作成。絵画や工作など内容は自由
○個人作品
①工作の部…自分の手で作った工作
作品　
②絵画の部…八つ切りサイズの画用
紙に描いた絵画。テーマは「笑顔」
と「花」で、２つのうちどちらか１
つを題材としても、両方を題材とし
ても構いません。
▽応募方法　作品に、タイトル・住
所・氏名（ふりがな、団体作品は複
数）・性別・学校名（団体名）・学年・
電話番号・指導者氏名を記入したも
のを添付し、郵送または持参してく

ださい。
▽受付期間　７月 15日～９月 30
日の午前８時半～午後５時（火曜日
を除く）
▽その他
○応募は各部門１人１点
○作品を応募した人全員に参加賞を
贈呈（作品返却時に贈呈）
○各部門の優秀作品に選ばれた人は
子どもの祭典開会式において表彰
○応募作品は11月６日～20日に、
中央公民館事務室で返却
■問弘前市子どもの祭典実行委員会
事務局（〒 036・8356、下白銀
町 19 の４、弘前文化センター１
階中央公民館内、☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

求職者支援訓練のご案内

　求職者支援訓練は、雇用保険を受
給できない求職者の早期再就職を目
指し、民間の訓練機関が国の認定を
受けて実施する職業訓練です。一定
の要件を満たした受講者には、訓練
期間中に職業訓練受講給付金が支給
されます。現在、次の職業訓練の受
講者を募集しています。
【介護職員初任者研修科】
▽とき　８月29日～ 12月 26日
▽ところ　ニチイ学館弘前教室（表
町、アプリーズ内）
▽申込締め切り　８月１日
【経理実務科】
▽とき　９月 17日～平成 26年２
月 15日
▽ところ　JMTC 弘前教室（外崎
４丁目）
▽申込締め切り　８月12日
【ホームページ制作科】
▽とき　９月 18日～平成 26年３
月 17日
▽ところ　ソフトキャンパス弘前校
（駅前２丁目）
▽申込締め切り　８月21日
【介護福祉科】
▽とき　９月 19日～平成 26年３
月 18日
▽ところ　ディスパッチカレッジ弘
前校（藤崎町藤崎）
▽申込締め切り　８月21日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは

弘前市成年後見支援センター
がオープンしました
　成年後見制度に関する相談支援の
窓口となる弘前市成年後見支援セン
ターがオープンしました。
　成年後見制度とは、認知症・知的
障がい・精神障がいなどによって、
物事を判断する能力が十分でない人
が不利益を被らないように、家庭裁
判所に申し立てをし、本人の権利を
守る援護者（「成年後見人」など）
を選任することで、その人を法律的
に支援（本人に代わっての財産管理
や、契約を結ぶなど）する制度です。
　判断能力が十分でない人のことで
悩んでいる人は、気軽にご相談くだ
さい。
▽所在地　茂森町 25の１、SKビ
ル 102号室
▽相談受付時間　午前９時～午後４
時
▽休館日　毎週日曜日、年末年始
（12月 29日～１月３日）
■問弘前市成年後見支援センター（☎
31・0430）／福祉政策課総務係（☎
40・7037）

成年被後見人の選挙権が
回復します
　これまでの選挙では、成年被後見
人は投票することができませんでし
たが、５月 31日に公布された「成
年被後見人の選挙権の回復等のため
の公職選挙法等の一部を改正する法
律」により、この規定が削除され、
選挙権が回復することになりまし
た。
　この法律は６月 30日から施行さ
れ、この日以後に公示・告示される
選挙から適用となります（投票でき
るようになります）ので、7月 21
日に執行する参議院議員通常選挙か
ら成年被後見人も投票できることに
なります。
■問選挙管理委員会事務局（市役所６
階、☎35・1129）

消防職員募集（消防職Ａ・Ｂ）

▽職種と資格
①消防職Ａ＝昭和 60年４月２日～
平成４年４月１日に生まれた人／消
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えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　日本一の短命県の青森県において、弘前市は健康日本一を目指すと宣言。
弘前大学と連携した健康プロジェクトの取り組みを紹介します。
○放送日　７月20日（土）、午前9時 45分～ 10時
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

健康日本一を目指して～弘前大学と連携プロジェクト～
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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/

ちびっこねぷたのお通りだい
　７月28日（日）の午後３時から、弘前ねぷたまつりの幕開きとして「ちびっ
こねぷたのお通りだい」を開催します（雨天中止）。かわいい子どもたちが、
元気な掛け声とともに、土手町をパレードします。
○運行コース　土手町分庁舎→土手町→一番町→桜大通り（解散地点）
▽問い合わせ先　弘前観光コンベンション協会（☎35・3131）

百石町納涼夜店まつり
　今年も百石町を歩行者天国にして
開催します。
▽とき　７月 19日～ 21日の午後
６時～９時
▽ところ　百石町通り
▽内容　輪投げ、亀レース、ストリー
トファッションショーなど（たか丸
くんもやってきます）

※ストリートファッションショーは
７月19日の午後７時～のみです。
▽問い合わせ先　夜店まつり実行委
員会（しまや内、☎32・6046）

岩木夏まつり
　今年は 30周年記念として、浅草
サンバチームがやってきます（両日
とも）。
▽とき　７月 30 日・31 日の午後

７時～
▽ところ　賀田通り、岩木文化セン
ター（賀田１丁目）周辺
▽内容　よさこい、お山参詣、ねぷ
た運行、津軽中学校ブラスバンドや
岩木高等学校ブラスバンドの演奏な
ど
▽問い合わせ先　岩木夏まつり実行
委員会事務局（岩木山商工会内、☎
82・3325）

弘前ねぷたまつりの前に……こっちのお祭りにも遊びに来てね！

■問い合わせ先　観光政策課（☎
35・1128）

なぬかびおくり
　今年もねぷたまつりのなぬか日の
夜に、岩木川沿いにねぷたを並べ、
ねぷた囃子（ばやし）が奏でられる
中、河川敷でねぷたを燃やして、ま
つりのフィナーレを飾ります。
▽とき　８月７日（水）、午後７時
～８時半（予定）
▽ところ　岩木川河川敷（岩木茜橋
近く）
▽入場料　無料

ねぷたの審査
　８月１日と２日（雨天順延）に、
ねぷたの構造や絵、運行の状況、囃
子（はやし）を審査します。審査は
桜大通り（市民中央広場側）に審査
席を設けて行います。

有料観覧席
　７月１日から販売しています。詳
しくは、弘前観光コンベンション協

運行日程など
【合同運行の出発時間】
１日～４日＝午後７時、桜大通りか
ら出発／５日・６日＝午後７時、中
央通りから出発／７日（なぬかび）
＝午前 10時、松森町ふれあい広場
交差点から出発
※１日～４日は、ねぷた出陣に先立
ち、桜大通りで津軽情っ張り（じょっ
ぱり）大太鼓の演技を披露。なお、
今年は津軽剛情張大太鼓の運行はあ
りません。
【運行コース（左図を参照）】
　ねぷたの待機場所周辺は交通が混
雑するほか、運行前にはコースへの
車両の進入が禁止となります。
【ねぷた観覧の場所取り】
　歩道や車道での長時間にわたる場
所取りは、通行や周辺店舗の営業の
妨げになりますのでご遠慮ください。
【ねぷた観覧時の路上駐車】
　コース周辺の路上に車を止めての
観覧は、近隣住民の迷惑となります
ので、ご遠慮ください。

会（☎ 35・3131）へお問い合わ
せください。
▽料金
○桜大通り　個人（いす席）…1,500
円（ガイドブック、うちわ、りんご
ジュース付き）／団体（10人以上・桟
敷席）…高校生以上＝ 1,500 円（ガ
イドブック、うちわ、りんごジュー
ス付き）、小・中学生＝ 700円（うち
わ、りんごジュース付き）
○駅前　個人・団体（いす席）…
1,500 円（ガイドブック、うちわ、
りんごジュース付き）
■まつりの問い合わせ先　市立観光
館（下白銀町、☎37・5501）

今年も浴衣で歩きましょう！
第４回ゆかたdeねぷたウォーク
▽とき　８月４日（日）
※午後６時までに、弘前文化セン
ター（下白銀町）前へ集合。
【無料着付け】
▽とき　８月４日、午後５時～６時
▽ところ　弘前文化センター第３和
室
▽持ち物　浴衣、半幅帯、履物、小
物一式、タオル２枚
▽問い合わせ・申込先　電話で、民
俗衣裳文化普及協会（☎携帯090・
2792・7205）へ。
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