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功績をたたえて

　７月 28日、市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロ
ロ４階）において、世界最高齢の80歳でエベレスト
登頂に成功した三浦雄一郎さんに市民栄誉賞が贈ら
れ、その後受賞記念報告会が行われました。
　三浦さんはこれまでにも、平成 15年に 70歳、平
成 20 年に 75 歳でエベレストを登頂し、本年５月
23日には、80歳７カ月という世界最高齢で３度目
の登頂に成功しました。
　今回の登頂は、けがや持病を乗り越え、その上、肉
体改造に取り組んでまで挑戦・成功を成し遂げた偉業
達成であり、前人未到の快挙です。
　この功績は、市民をはじめ、日本国民に大きな感動
を与え、弘前市民の誇りとするにふさわしいものです。
　三浦さんが私たちに教えてくれたことは、どんな
困難にぶつかってもあきらめずに最後ま
でやり通す不屈の精神と、常に目標を持っ
て挑戦し続けることが大事だということ
でした。

プロスキーヤー・冒険家

三浦さんから市民の皆さんへ
　このたびは大変名誉ある賞をいた
だきましてありがとうございます。
　弘前の地にて過ごした若き日々が私の大
切な思い出であり、友人たちと培った未来
への志、その思いを胸に抱き、エベレスト
山頂を目指してきました。
　そして、皆さんの心強く温かなご支援を
いただき、高く遠い夢の山頂へ登ることが
できました。
　80歳でのエベレスト登山は、骨盤骨折、
不整脈手術や加齢、天候、さらには現地の
政情による予定の変更などさまざまなハー
ドルを乗り越えて、一歩ずつの繰り返しで
したが、あきらめず登り続ければ「いつか
夢は実現できる」そう信じてきました。
　大切なことは人生を心から楽しみ、どん

な状況でも柔軟で前向きな考え
を忘れないことだと思います。 
　できない理由よりできる理
由を考えた方が楽しい、可

能性はいつでも無限
大。

プロフィール
みうら・ゆういちろう

昭和７年生まれ。７歳から 10歳ま
での幼少期を、城西小学校で勉学と
スポーツに励む。弘前高等学校在学
中、青森県高校スキー大会のアルペ
ン競技で３連覇を達成。その後、世
界七大陸最高峰のスキー滑降を完全
達成し、プロスキーヤー・冒険家と
して国内外で高く評価される。現在
はクラーク記念国際高等学校長。

三浦雄一郎さんに
市民栄誉賞

©ミウラ・ドルフィンズ
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カラス対策用のテグスを提供します

　テグスは建物や樹木に正しく設置すると、カラスの
飛来を防ぐことができます。カラス被害で困っている
人はぜひご検討ください。
▽対象　市内に住居・事務所・農地等を所有する人な
ど
▽条件　提供後おおむね30日以内に設置すること／
設置前・設置後の写真を提供すること
▽募集件数　30件
▽その他　１件につき１個（1,000 ｍ）とし、設置
にかかる費用は自己負担となります。また、設置など
の不明な点については、市が情報提供します。

カラスふんの清掃用具を提供します

　清掃用具（デッキブラシ）を無償で提供します。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　市内に住居・事務所等を所有する人など
▽条件　カラスのふん害に関する情報提供（清掃回数
など）

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は、樹木の枝・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。
　被害が発生する時期は、気象状況などによって変動
しますが、卵がふ化して幼虫になる、７月と９月の年
２回です。
▽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　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

スズメバチにご注意ください

　スズメバチは、刺されると死亡事故にもつながる危
険なハチで、８月から９月にかけて活動が活発になり
ます。巣は球状でしま模様があり、出入り口は１カ所
しかないという特徴がありますので、発見した場合は
近寄らないようにしましょう。
　もし刺された場合は、傷口をきれいな水でよく洗い、
できるだけ早く病院で治療を受けましょう。
　個人の建物や敷地内に作られた巣の駆除は、市で
行っていませんので、造園・害虫駆除業者などにご相
談ください。
▽問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

第８回あおもり環境まんが展作品募集

　青森編集会議では、自然豊かな青森県から、「まんが」
を通じて文化情報を発信するため作品を募集していま
す。
▽テーマ　「食べる」
▽募集期限　９月10日（当日消印有効）
▽問い合わせ先　青森編集会議（☎青森017・782・
1261）
※応募方法など詳細はホームページ（http://
aomori-ec.jp/）をご覧になるか、問い合わせを。

エコストア・エコオフィス認定制度
　この制度は、ごみの減量やリサイクルの推進、省エ
ネルギーなど、環境にやさしい活動を行っている店舗
や事務所（会社）をエコストア・エコオフィスとして
認定し、その取り組みを応援していこうというもので
す（市が認定している店舗や事務所は下表のとおり）。
　事業者と市民が「協働ではぐくむあずましいまち」
を実現していくため、あなたの店舗や事務所もエコス
トア・エコオフィスになってみませんか。申請手数料
などは一切掛かりませんので、ぜひ申請を（詳しくは、
市ホームページをご覧ください）。
▽問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

環境ニュース

環境ニュース環境ニュース

▲エコストア・エコオフィス認定マーク

みんなのチカラで街なかカラス対策

カラス追い払い用
ＬＥＤ懐中電灯を貸し出します
　町会などの団体や個人が自主的にカラスの追い払い
をする際に使用するＬＥＤ懐中電灯を貸し出します。
▽対象　市内にある住居・事務所などの所有者等で、
カラス追い払いに関する情報提供（回数、効果など）
ができる人
▽貸出期間　平成26年３月 31日まで
▽貸出数　30個（先着順）
※乾電池は各自で用意してください（単１×４本使用
します）。
▽問い合わせ・申込先　環境管理課環境保全係（市役
所２階、窓口252、☎ 40・7035）

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

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

８ リコージャパン東北営業本部
青森支社弘前営業部

９ ビジネスサービス弘前支店
10 ニチロサンパック青森工場
11 弘前航空電子
12 丸勘建設
13 東栄土木工業

14 タムロン生産本部
15 設備技研オサナイ
16 小山田建設
17 エルシィホーム

18 キヤノンプレシジョン本社・北和徳事業所

19 キヤノンプレシジョン北和徳第二事業所
20 弘前水道

21 オリンパスメディカルサイエンス販売弘前営業所
22 北星交通
23 キタコン
24 三光化成弘前工場

※表はともに平成 25年８月 15日現在のものです（登録順）。　

優良認定事業所
エコストア

１ さとちょう浜の町店
２ Uマート桔梗野店
３ Uマート弘大前店
４ ソフトバンク安原
５ ソフトバンクイオンタウン弘前
６ ソフトバンク弘前駅前
７ auショップ弘前西
８ ドコモショップ弘前駅前
９ 小山内バッテリー社カーオール
10 小山内バッテリー社弘前店
11 ユニバース松原店

優良認定事業所
エコオフィス

エコオフィス認定事務所

１ ニッカウヰスキー弘前工場
２ 特別養護老人ホームおうよう園
３ 青森銀行弘前市役所出張所
４ 特別養護老人ホーム白寿園
５ デイサービスセンター白寿園
６ 生活支援ハウス　白寿の園
７ 豊産管理弘前営業所
８ 青森銀行弘前支店ほか12店舗
９ アペックス弘前営業所
10 音羽電機工業弘前工場
11 東管サービス
12 大成コンサル
13 日本パルスモーター岩木工場

14 障害者支援施設　千年園
15 北村技術
16 弘前農園
17 共立設備工業
18 共立寝具神田工場
19 弘前ドライクリーニング工場
20 田中工務店
21 東奥信用金庫本店ほか 12店舗
22 富士建設
23 東北クリーン

24 みちのく銀行弘前営業部ほか11店舗

エコストア認定店
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市政情報
Town Information

建築指導課からのお知らせより安全で安心
な住宅に市 職 員 募 集　あなたの力を

市民・市のために

　青森県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医
療制度の運営に関する意見・提案を募るため、後期高
齢者医療制度「運営懇談会」の委員を募集します。
▽応募資格　県内在住の40歳以上の人で、平日の日
中に青森市で開催される会議に出席できる人
▽募集人員　8人（選考により決定）…①被保険者＝
６人／② 65歳以上障害認定の被保険者＝１人／③後
期高齢者医療以外の医療保険被保険者＝１人
▽応募期間　９月２日～24日
▽委員の任期　委嘱の日から２年間
▽謝礼など　会議１回の出席につき謝礼 5,000 円と
交通費（公共交通機関利用実費相当額）を支給
▽応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、「後期高
齢者医療制度に関する意見（400字程度）」を添付の
上、郵送、持参、ファクスまたはＥメールで、青森県

後期高齢者医療広域連合総務課へ提出してください
（持参の場合は市国保年金課後期高齢者医療係でも受
け付けます）。
※応募用紙は、市国保年金課後期高齢者医療係（市役
所１階、窓口 156）で配布しているほか、青森県後
期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロード
できます。
▽問い合わせ・提出先　青森県後期高齢者医療広域連
合総務課（〒030・0801、青森市新町２丁目４の１、
青森県共同ビル１階、☎青森 017・721・3821、
ファクス 017・723・1401、Ｅメール aomori-
kouikirengou@dolphin.ocn.ne.jp、ホームページ
http://www.aomori-kouikirengou.jp/） ／ 市国
保年金課後期高齢者医療係（☎40・7046）

後期高齢者医療制度「運営懇談会」の委員募集皆さんから公募
します

　市では、農業者の声を農業政策に反映させるため、
農家の皆さんが市長とひざを交えて対話する「青空座
談会」を開催します。
　農業行政に関することや日ごろ疑問に思っているこ
となど、直接市長と話すことができる絶好の機会です。
農家の皆さんはもちろん、農業関連企業の人もぜひご
参加ください。
▽とき　８月20日（火）、午前10時半～（１時間程度）
▽ところ　東目屋地区のりんご園地（右図参照）
※雨天の場合は、東目屋ふれあいセンター（中野字中

　ねたきりの高齢者や障がい者を自宅で介護している
世帯に、紙おむつを支給しています。
▽対象世帯　自宅で①～③のいずれかに該当するねた
きりの人を介護している、市民税非課税の世帯（生活
保護世帯は除く）
①満65歳以上で要介護度４・５相当の人
②身体障害者手帳１・２級の交付を受けている人
③療育（愛護）手帳Ａの交付を受けている人

▽支給内容　フラットタイプ（200枚）、テープタイ
プ（100 枚）、尿とりパッド（240 枚）から１種類
を選択してもらい、４月・７月・10月・１月の３カ
月おきに自宅へ配達します。
▽申請方法　申請者（家族）の印鑑を持参し、介護福
祉課（市役所２階）で手続きを。
▽問い合わせ・申請先　介護福祉課高齢福祉係（☎
40・7114）

ねたきり高齢者等への紙おむつ支給事業対象世帯の人は
申請を

青空座談会を開催します皆さんの声を農政
に反映させるため

豊田）で行います。
▽問い合わせ先　農業政策課計画推進係（☎ 40・
7102）

至西目屋

会場

なかの保育園

東目屋ふれあい
センター

初級一般行政・初級建設（土木・建築）
▽資格　日本国籍を有し、平成４年４月２日～平成８
年４月１日生まれの人
▽採用予定　初級一般行政＝７人／初級建設（土木）
＝１人／初級建設（建築）＝１人

民間企業等職務経験者（一般行政・建設〈土木・
建築・電気〉）
▽資格　共通…日本国籍を有し、昭和49年４月２日
～昭和 59年４月１日生まれの人で、平成 25年８月
１日現在、５年以上の民間企業・団体における勤務経
験を有すること／建設（土木）…技術士または技術士
補（建設部門、上下水道部門、農業部門または森林部
門のいずれか）、１級土木施工管理技士または２級土
木施工管理技士（土木）、測量士のいずれかの資格を
有すること／建設（建築）…一級建築士または二級建
築士、建築設備士のいずれかの資格を有すること／建
設（電気）…技術士または技術士補（電気電子部門）、

エネルギー管理士、第一種・第二種または第三種電気
主任技術者のいずれかの資格を有すること
▽採用予定　一般行政＝７人／建設（土木）＝１人／
建設（建築）＝１人／建設（電気）＝１人
～共通事項～
▽第１次試験　９月 29日（日）、県立弘前工業高等
学校（馬屋町）
▽試験科目　適性検査・教養試験・作文試験（各職種
共通）／専門試験（初級建設〈土木・建築〉）
▽第１次試験合格発表予定日　10月 29日（火）
※第２次試験の詳細については、第１次試験合格者に
直接通知します。
▽受験申込書の提出方法　人材育成課（市役所３階、
窓口 302）で交付する受験申込書に必要事項を記入
し、９月４日（必着）までに郵送または持参を（受け
付けは、土・日曜日を除く午前８時半～午後５時）。
▽問い合わせ先　人材育成課人事評価担当（〒036・
8551、上白銀町１の１、☎35・1119）
※募集要項は、市ホームページにも掲載しています。

既存住宅へのリフォーム補助
申請を受け付け中
　住宅性能の向上を伴う改修工事を行う住宅の所有者
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。
▽対象者　市内に住宅を所有しその住宅に住んでいる
人で、市税などを滞納していない人
▽対象住宅　賃貸住宅を除く、次のいずれかの持家住
宅…一戸建ての住宅／マンションなどの共同住宅（専
有部分のみ）
▽対象改修工事　次の①～⑤のいずれかの住宅性能の
向上を伴う既存住宅の改修工事で、ア～ウのすべての
要件に該当するもの
①耐震性能の向上（既に耐震診断を実施し、青森県木
造住宅耐震診断審査委員会の判定を受けている建物）
／②省エネルギー性能の向上／③バリアフリー性能の
向上／④克雪性能の向上／⑤防災性能の向上
ア改修工事費のうち①～⑤の性能の向上に要する改修
工事費とリフォーム工事かし担保責任保険の保険料等
の合計額が20万円以上のもの
イ市内の施工者で、かし保険事業者登録または建設業
登録をしている建築業者が施工する工事
ウ性能向上に要する改修工事が、実施要綱の「住宅性
能の適合基準」を満たすもの
▽補助率・補助上限額　

※補助率と補助上限額は、性能向上の内容により異な
ります。補助上限額または補助対象工事費等（改修工
事費＋設計料など）に補助率を掛けた金額のいずれか
低い額に、リフォーム工事かし担保責任保険の保険料
等の２分の１を加算した額が補助されます。

▽申請期間　11月 29日までの午前８時半～午後５
時（土・日曜日、祝日を除く）
※先着順で受け付けし、予定金額に達した時点で受け
付けを終了します。詳しくは建築指導課（市役所５階、
窓口 551）で配布するパンフレットまたは市ホーム
ページをご覧になるか、お問い合わせください。

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（同年
６月以降に増改築されていないもの）／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
住宅の用途に供し、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　９月30日まで
▽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。
■問い合わせ・申込先　建築指導課（☎40・7053）

性能向上の内容 補助率 上限額
①耐震性能 20％ 60万円
②省エネ性能

10％ 20万円③バリアフリー性能
④克雪性能
⑤防災性能
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　高校生のファッション全国№１
を競う「ファッション甲子園」が
開催されます。
　第 13回目を数える今年は、全
国 3,118 点のデザイン画の中か
ら審査で選ばれた35点（35チー
ム）が弘前に集い、ファッション
ショー形式の公開審査で上位を競
います。本県からは弘前実業高校、
むつ工業高校、八戸工業大学第二
高校が出場します。
　入場缶バッジを購入すると、ど
なたでもご覧いただけます。なお、
今回は別会場で、無料のパブリッ
クビューイングを実施します。
▽とき　８月25日（日）
　　　　午後１時～３時

いきいきシニア健康教室
～筋力向上トレーニング編～

65歳以上の
要支援・要介護認定のない人へ

　市では、高齢者の皆さんができるだけ介護支援を必
要とせず、元気にいきいきと生活していけるよう、「い
きいきシニア健康教室」を開催しています。
　今回は、運動器の機能向上を目的とした教室を紹介
します。
▽実施回数　12回（週１回）
▽所要時間　１回当たり約60分～ 90分
▽実施場所　市と契約している指定通所介護事業所・
指定通所リハビリテーション事業所
※指定の整骨院、接骨院でも実施可能です（詳しい実
施場所についてはお問い合わせください）。
▽内容　筋力を回復させるためのストレッチとトレー
ニング
▽対象　基本チェックリスト（右記参照）を実施し、
教室への参加が望ましいとされた人
▽料金　無料（送迎・入浴・給食などを利用する場合
は１回につき1,000円以内の自己負担あり）
▽問い合わせ先　介護福祉課地域支援係（☎ 40・
7072）

基本チェックリストって何？

　生活機能の心配される人を把握するために行う、日
常生活の動作や心と体の状態についての25項目の質
問です。今後は 11月生まれの人へ 10月に、12 月
生まれの人へ 12月に郵送予定ですが、希望者は随時
実施できます。

●運動器の機能チェックをしてみましょう！
□階段を上るとき、手すりや壁をつたって上って
いる
□いすに座った状態から立ち上がるとき、何かに
つかまり立ち上がっている
□ 15分位続けて歩いていない
□この１年間に転んだことがある
□転倒に対する不安が大きい
※３つ以上当てはまった人は運動器の機能が低下
している可能性が…。「いきいきシニア健康教室」
の筋力向上トレーニングをお勧めします。

なしのほか、りんごの販売なども予定しています。
　この機会に、縄文時代の風景を思わせる遺跡を訪れ
てみませんか。
▽とき　９月29日（日）
※雨天の場合は、10月６日に順延。
▽ところ　大森勝山遺跡（大森字勝山）
▽集合場所　市立観光館（下白銀町）バスプール、ま
たは岩木庁舎（賀田１丁目）
▽日程と内容　○午前10時ごろ＝各集合場所をバス
で出発。途中約１㎞ほど、りんご園を見ながら徒歩
で移動／○ 10時 45分～＝クイズラリー／○ 11時
15分～＝ヒューマンサークルイベント…①遺跡の上
で人によりストーンサークルを再現、②手をつないで
ヒューマンサークルを作り、ラジコンヘリなどで写真
撮影、③フォークダンス／○正午～＝もてなし・販売
／○午後１時ごろ＝終了。往路と同様に徒歩とバスで
集合場所へ移動
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料
▽受け付け開始　８月26日から電話で受け付け
▽その他　白系統の上着、ズックなどで参加を／草地
のため足元がぬれる場合があります
※当日はたか丸くんも駆け付けます。
▽受付時間　午前９時～午後５時（土・日曜日を除く）
■問い合わせ先　文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎内、
☎82・1642）

　世界遺産を目指す「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、
18の遺跡で構成されます。その中の一つが当市の大
森勝山遺跡です。
　今から約3,000年前、縄文時代晩期のストーンサー
クルが特徴で、このストーンサークルは、約 1,200
個の石を使って直径約 48ｍの大きさに作られていま
す（現在は遺跡保護のため埋め戻されています）。
　このたび、世界遺産登録の推進と遺跡の普及・啓発
を図るため、地域・民間・行政が一体となった「史跡
大森勝山遺跡保存活用推進会議」が設立されました。
この推進会議では今回、人と人が手と手をつなぎ、ス
トーンサークルを再現するイベントを開催します。イ
ベントでは、鍋物やおにぎり、りんご試食によるもて

大森勝山ヒューマンサークル
イベント参加者募集

▽ところ　弘前文化センター（下
白銀町）ホール
▽ゲスト審査員　宇津木えりさん
（「メルシーボークー、」デザイナー）
▽アトラクション　2012年渋谷
ヒカリエのユニフォームデザイン
を手掛けたデザイナー小野原誠
さんによる秋冬コレクションの
ファッションショー
▽入場缶バッジ　500 円（全席
自由・一律）
▽缶バッジ販売所　弘前商工会議
所、日弘楽器、まちなか情報セン
ター、上土手スクエア、メディア
イン城東店、さくら野百貨店弘前
店、市立観光館
▽そのほかの催し　ファッション
甲子園おしゃれコンテストの応募
写真展示、審査員衣装展示、出場
校デザイン画展示、来場者が審査
に参加できる企画など
▽パブリックビューイング会場　
弘前文化センター２階大会議室
■問い合わせ先　ファッション甲
子園実行委員会事務局（弘前商工
会議所内、☎33・4111）

ファッション甲子園
2013

最終審査会

そのほかの「いきいきシニア健康教室」

口腔（こうくう）機能の
向上

デイサービスやデイケアの事業所に通って行います

しっかりかめて、十分な唾液
（だえき）でむせずに食べる
ためのトレーニング

◎１コース６回（月２回）

栄養改善

良い栄養状態になるための食
べ方・食事の選び方の学習

◎１コース６回（月１回）

閉じこもり、認知症、
うつの予防・支援
保健師などが自宅に訪問し、
必要な相談・支援を実施

◎１コース６回（月１回）



 

 

 

▽持ち物　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、８
月 29 日までに、岩木Ｂ＆Ｇ海洋
センター（☎ 82・5700、■Ｆ 82・
5701）へ。

ストレッチ体操＆
ソフトバレーボール体験教室
▽とき　９月３日～ 24日の毎週火
曜日、午前10時～正午
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　ストレッチ体操／ソフトバ
レーボールのボール操作・ゲームの
攻防を分かりやすく紹介
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・性別・電話番
号・教室名を記入し、８月25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）

さわやか体操教室

▽とき　９月５日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　「姿勢調整ウォーキング」
…姿勢を直して歩くことによって、
使われていない筋肉が刺激されるの
で、スタイルアップ効果があるとい
われています。
※希望者には、血圧・体脂肪測定を
実施。
▽講師　鬼武由美子さん（健康運動
指導士）
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
シューズ
■問８月 22日から電話で、弘前市保
健センター（☎37・3750）へ。

業資材展、農業機械展、黒石物産展、
りんご講演会、りんごの試食販売な
ど
※りんご講演会は４日の午前10時
～11時半、りんご試食販売は５日
の午前10時～午後２時（なくなり
次第終了）。
■問りんご研究所（☎52・2331）

りんごの一年物語・最終章

　りんごの花摘みから収穫まで、一
連の農作業を体験してもらう企画の
最終章「りんごもぎ」です。参加者
にはりんごをプレゼントします。
▽とき　９月８日（日）、午前９時
～11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＝岩木山ろ
く（鼻和）
▽参加料　無料
▽持ち物　作業できる服装、軍手、
雨具
■問９月７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。

第36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、心身障が
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。
▽とき　９月 16 日（月・祝）、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」「金メダルは
だれのもの？」「玉入れ」「カラオケ」
「りんご娘ライブ」「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９月２日までに、市社会福祉協
議会（宮園２丁目、☎ 33・1161、

■Ｆ 33・1163）へ。

多胎児の家族の交流会
『ふたごちゃん・みつごちゃん
と家族のつどい』

▽とき　９月22日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　みどり保育園（吉野町）
▽内容　ふたご・みつご育児の体験
談、親子あそび、手作りおもちゃの
作成、情報交換など
▽対象　多胎児を妊娠している人、
未就学の多胎児を育てている家族
※当日参加も可能ですが、なるべく
事前に申し込みを。
■問みどり保育園子育て支援センター
（☎32・0510、■Ｆ 39・7503）

二十歳の祭典

▽とき　平成26年１月 12日（日）
　　　　午前11時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽内容　式典、実行委員会による成
人祭
▽対象　平成５年４月２日～平成６
年４月１日に生まれた人（市内に住
所のある対象者には、開催１カ月前
までに、案内はがきを郵送します）
※教育委員会ホームページに昨年の
様子を掲載していますのでご覧くだ
さい。
■問生涯学習課（岩木庁舎内、☎
82・1641）

ミニバランスボール
教室（後期）
▽とき　８月 31日～９月 28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　バランス感覚を養いながら
も普段意識しない筋肉を無理なく鍛
えることができるエクササイズ
▽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）

「森山」に草花を植える会

　岩木山のふもとにある「森山」に
草花を植えてみませんか。自宅の庭
や鉢で楽しんでいる草花を持ち寄っ
て植えることができます。なお、今
回はギボウシを主体に植えます。
▽とき　８月24日（土）
　　　　午前９時～11時半
※当日は、午前９時までに、岩木山
観光協会（百沢字裾野）に集合。徒
歩で森山に向かいます。
▽対象　草花が好きで、山歩きがで
きる人（子ども連れでの参加も可）
▽参加料　無料
▽持ち物　草花を植える道具（ス
コップなど）
※植える草花がない人は、申込時に
相談を。
■問８月 21日までに、岩木山観光協
会（☎83・3000）へ。

ヒロロスクエア
コミュニケーションゾーン
運営協議会の催し
　市民活動団体と市で構成する同協
議会では、ヒロロスクエア内コミュ
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。
【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　８月 27 日、９月３日・

10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。
■問ふれ～ふれ～ファミリー（一條さ
ん、 ☎ 26・1202、 ■Ｅ furefami
20@yahoo.co.jp）
【つながれっとサロン】
　祭りの歴史を踏まえながら、江戸
の町の祭礼の様子から、よさこい
ソーラン、新宿区中井の「染の小道」
などの新しいイベント・まつりまで
を取り上げ、これからの祭りの可能
性についてお話しします。
▽とき　９月７日（土）
　　　　午前10時半～午後３時
▽内容　講演「山車や神輿（みこ
し）はなぜ町を練り歩くのか～ねぷ
た祭、よさこいソーラン、中井の染
の小道は住民相互の交流～」…講師・
鈴木章生さん（目白大学教授）／か
たるべ（お話ししませんか）サロン
▽参加料　500円
※託児室を用意します（無料）。希
望者は９月６日までに申し込みを。
■問セミナー・ハンサムウーマン
（田中さん、☎携帯 090・2606・
7018）

弥生いこいの広場
「動物広場イベント」
　エサをあげたり、獣舎の中を見た
りして、動物のことをもっと知ろ
う！
▽とき　８月25日（日）
　　　　午前10時～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
▽内容　エサやり体験、獣舎バック

ヤードツアー、ヤギのつめ切り見学
▽参加料　無料（動物広場入場料は
必要）
※事前の申し込みは不要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

「JAXAへ行こう！」2013
報告会
　７月 29 日・30 日に、神奈川
県相模原市、茨城県つくば市の
JAXA 施設を訪れた中学生 20 人
が、体験したことや川口淳一郎教授
から学んだことなどを発表します。
▽とき　８月25日（日）
　　　　午後２時～
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問生涯学習課（☎82・1641）

青森リウマチ・ケア研究会

▽とき　８月31日（土）
　　　　午後１時半～４時半
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）２階曙の間
▽内容　特別講演「関節リウマチ～
初期症状から治療までリウマチは本
当に治るの？～」…講師・岸本暢将
さん（聖路加国際病院アレルギー膠
原〈こうげん〉病科医長）／パネル
ディスカッション
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問青森リウマチ・ケア研究会事務
担当（エーザイ内、☎青森 017・
777・7545）

青森県産業技術センター
りんご研究所参観デー
▽とき　９月４日・５日の午前９時
～午後４時（最終日は午後３時まで）
▽ところ　りんご研究所（黒石市牡
丹平）
▽内容　特設コーナー「世界のりん
ご品種」、研究成果の資料展示・相
談コーナー、試験園地の説明、「老
いたるりんごの物語」油彩画展、農
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（和泉１丁目）
▽内容　歩行者コース＝交通安全講
話、歩行実験（飛び出し、巻き込み、
斜め横断など）、屋外実験（ライト
の届く距離、色による視認性、反射
材の効果、蒸発現象など）／運転者
コース＝交通安全講話、運転実技、
屋外実験（ライトの届く距離、色に
よる視認性、反射材の効果、蒸発現
象など）
▽対象　65歳以上の市民
▽定員　歩行者コース＝ 30人／運
転者コース＝10人
▽参加料　無料
▽持ち物　運転免許証（運転者コー
スの人のみ）
※夕食、修了証を用意します。
■問９月６日までに、都市政策課交通
政策推進室（☎35・1102）へ。

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。
【エクセル 2010 入門講座】
▽と き　９月 10 日・17 日・24
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　表計算ソフト（エクセル
2010）の基本的な操作技術の習得
※エクセル 2010 以外のバージョ
ンを使っている人は操作方法が異な
りますので、ご注意ください。
▽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、USBメモリ、
昼食
▽受け付け開始　８月 25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〉）。
※講座は３日間で１セットの講座と
なります。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

aomori.lg.jp）へ。
※当日は作業しやすい服装でおいで
ください。

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　①９月７日（土）、
午前 11時～午後２時＝「おさかな
食育クッキング～旬の魚いただきま
す♪～」／②９月７日（土）、③９
月 21 日（土）、午前 10 時 20 分
～ 11時 50分＝「気分爽快（そう
かい）！リズムでワクワク～心も体
もリフレッシュ～」
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　①食育に関心のある親子・
一般＝ 40人／②・③一般（おおむ
ね50歳以上の人）＝30人
▽受講料　①＝ 1組 500 円／②・
③＝無料
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）
※①の講座については、弘前丸
魚ホームページ（http://www.
hmaruuo.co.jp）をご覧ください。

筋トレ・脳トレ
水中ウォーキング教室
▽とき　９月 12 日～ 10 月 17 日
の毎週木曜日、午前 10 時半～ 11
時半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　水中ウォーキングの基本か
ら応用まで、ストレッチ、バランス
を重視したトレーニング
▽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・性別・電話番号・
教室名を記入し、８月29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）

プールで体力づくり教室

▽とき　９月 17 日～ 10 月 22 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、
ウォーキングの基本から応用まで、
簡単な筋力トレーニング、ゲームな
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・性別・電話番号・
教室名を記入し、８月29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）

ウルトラ☆キッズ
アスリート教室
　あらゆるスポーツ運動に適応でき
る身体能力を身に付けるためのコー
ディネーショントレーニングを行い
ます。
▽とき　毎週水曜日の午後７時～８
時半
▽ところ　福村小学校（福村１丁目）
体育館
▽対象　小学生
▽参加料　月額 2,000 円（初回無
料体験あり）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
室内シューズ、動きやすい服装
■問 ス ポ ネ ッ ト 弘 前（ ☎ 32・
6523、■Ｆ 88・6239、■Ｅ info@
sponet-h.com、日曜日を除く、
午前９時～午後９時〈水・木曜日は
正午から〉）

高齢者夜間交通安全
体験教室
　近年の、市内における交通事故
で亡くなった人の割合を見てみる
と、65歳以上の高齢者の割合が高
くなっています。
　そこで市では、高齢者の交通事故
防止を図るため、参加体験型の夜間
交通安全体験教室を開催します。
▽とき　９月30日（月）
　　　　午後４時～７時40分
▽ところ　弘前モータースクール

体 操 教 室

【幼児体操教室】
▽とき　９月３日～ 10月 22日の
毎週火曜日、午後３時～４時
▽対象　４歳～６歳（就学前）の幼
児＝20人
※教室開催日までに年齢を満たして
いること。
【小学生体操教室】
▽とき　９月３日～ 10月 22日の
毎週火曜日、午後４時～５時
▽対象　小学校１年生・２年生＝
20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・性別・電話番
号・教室名を記入し、８月25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）

テニス体験教室

▽とき　９月４日～ 10月 23日の
毎週水曜日、午前のコース＝午前
10時～正午、夜のコース＝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　テニスの基本ストロークな
ど
▽対象　テニス未経験者、打ち合い
が続かない人（学生を除く）＝各
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
※ラケットは貸し出します。
▽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、８
月 26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）

スナッグゴルフ教室

　スナッグゴルフは、ゴルフに比べ
て子どもや初心者でもボールを容易
に打つことができ、場所を選ばず安
全にプレーできるスポーツです。
▽とき　９月５日～ 26日の毎週木
曜日、午後１時半～３時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（向
外瀬字岩木地内）
▽内容　準備体操、道具の説明、実
技指導（クラブの握り方・振り方な
ど）、ルール説明、コース実習
▽対象　ゴルフ未経験の人＝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、８月 25 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）

米粉を使った料理教室

　米の消費拡大の一環として、米粉
をより身近に感じてもらうため開催
します。米粉料理に興味のある人は
ぜひご参加ください。
　なお、親子（子どもは小学生以上）
での参加もできます。
▽とき　９月７日（土）
　　　　午前10時～午後１時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽定員　20人（先着順・初めての
人を優先）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　エプロン、三角きん、手
ふきタオル、筆記用具
■問 農業政策課農産係（☎ 40・
7102）

風見鶏作り体験教室

　竹や木の端材を使った風見鶏作り
を体験してみませんか。
▽とき　９月７日（土）、午前９時

半～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　親子＝ 10組（製作は１家
族１個まで）　
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食
※作業しやすく、汚れてもいい服装
で参加を。
■問８月 20 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、毎週月曜日は休館日）へ。

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　９月7日（土）
　　　　午前９時半～11時半
▽ところ　弘前医療福祉大学（小比
内３丁目）
▽内容　①「認知症の現状」…講師・
下田肇さん（学長）／②「認知症の
理解と支援～リハビリテーションの
視点から～」…講師・葛西真理さん
（准教授・作業療法学専攻）
▽受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前医療福祉大学公開講座委員
（☎27・1001、■Ｆ 27・1023）

県立弘前高等技術専門校
一日技能教室
▽とき　９月７日（土）、午前の部
＝ 10時～正午、午後の部＝１時半
～３時半
▽ところ　県立弘前高等技術専門校
（緑ヶ丘１丁目）
▽内容　①マイカー日常点検／②木
製ティッシュボックス製作／③お
しゃれな植木鉢と寄せ植え製作／④
子ども用いす（塩ビ管）製作／⑤木
製ベンチ製作
※このほか、施設公開、ビデオなど
による訓練内容の紹介、訓練作品展
示、同窓会主催によるリフォーム相
談会などが行われます。
▽定員　①・③・④＝各 10人／②
＝各15人／⑤＝各20人（先着順）
▽参加料　無料
■問９月４日までに、電話、ファク
スまたはＥメールで、県立弘前高
等技術専門校（☎ 32・6805、■Ｆ
35・5104、 ■Ｅ hi-gisen@pref.
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弘前マイスターを募集

　市では、地域産業を支える優れた
技能・技術の継承と人材育成を目的
に、「弘前マイスター制度」を制定
しました。
　サービス業、製造業、建設業、農
林漁業といったさまざまな分野を対
象として、その産業を長年支え、特
に優れた技能・技術を有する人の応
募をお待ちしています。
▽対象　弘前市内に５年以上在住、
または在勤する現役の技能・技術者
で、対象職業に 20年以上の従事経
験を有する卓越した技能・技術者
▽募集期限　10月 15日
※制度概要および認定申込書は市
ホームページからダウンロードでき
ます。
■問商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

計量器の定期検査
２年に１回忘れずに
　取引や証明に使用する計量器（は
かり）は、法律により定期検査を受
けることが義務付けられています。
検査対象者（事業所）には、事前に
通知していますが、新しく事業を始
めた人や、これまで検査を受けたこ
とがない人は、ご連絡ください。
▽検査場所　各店舗・事業所
▽手数料　１台 500 円～ 2,800
円（計量器の種類により異なります）
■問商工政策課（☎35・1135）

国際交流パーティーの
ボランティアを募集します
　平成 26 年 １月 11 日 のパー
ティー開催に向けて、アジア地域を
中心とした各国の留学生を含む弘前
大学の学生と一緒に、大学の授業と
してパーティーの企画から準備、運
営までを行います。
　学生と一緒に活動してみたい、い
ろんな人と出会って話をしてみたい
人など、申し込みをお待ちしていま
す。
▽とき　10月３日・10日・17日・

31日、11月７日・14日・28日、
12 月５日・12 日・19 日、平成
26 年１月９日・16 日の午後２時
20分～３時 50分／ 12 月 14 日、
平成 26年１月 11日の日中（時間
は企画の段階で決定）
▽ところ　弘前大学（文京町）総合
教育棟、弘前文化センター（下白銀
町）
▽内容　国際交流に関する講義の受
講、パーティーの企画、グループに
分かれての準備作業、当日の運営な
ど
▽対象　おおむね５回以上参加でき
る市民＝20人程度
※見学も歓迎します。
▽参加料　無料
▽申込締め切り　９月15日
※日程・会場など変更の場合あり。
■問 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森事務
所が行う出張相談会です。相談は予
約制ですので、希望する人は事前に
電話で申し込んでください。
▽とき　９月４日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

シンフォニー「成年後見
制度を考える会」相談室
　相続・遺言・財産管理・将来への
不安など、成年後見にかかわる法律・
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（秘密厳
守）。
▽とき　９月８日（日）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第１会議室
※事前の予約は不要。当日受け付け
は午後３時半まで。
▽相談員　弁護士、司法書士、元家
庭裁判所調査官、元裁判所調停委員
■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）

※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。

弘大附属幼稚園の園児募集

▽資格　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。
ただし、浪岡地区は通園区として認
めます）
※通園には、保護者等による送迎が
必要です。
▽募集対象児　３歳児＝平成 22年
４月２日～ 23年４月１日生まれ＝
30人（男女不問）
※４歳児・５歳児については、問い
合わせを。
▽願書交付・受付　
○交付＝９月 19日～ 27日の午前
９時～午後５時
○受付＝９月 30日～ 10 月 10 日
の午前９時 10分～午後４時半（９
月30日は午後２時半から）
※土・日曜日、祝日および 10月７
日を除く。
■問弘前大学教育学部附属幼稚園（学
園町、☎32・6815）

自衛官募集

【防衛医科大学校看護学科学生】
▽受付期間　９月５日～30日
▽試験日（１次）　10月 19日
▽試験場所（予定）　青森第２合同
庁舎（青森市長島１丁目）
【防衛大学校（推薦採用試験・総合
選抜採用試験）】
▽受付期間　９月５日～９日
▽試験日　推薦＝９月 28 日・29
日／総合選抜（１次）＝９月28日
▽試験場所　防衛大学校（神奈川県
横須賀市走水）
【防衛大学校（一般採用試験〈前期〉）】
▽受付期間　９月５日～30日
▽試験日（１次）　11 月９日・10
日
▽試験場所（予定）　青森第２合同
庁舎
【防衛医科大学校】
▽受付期間　９月５日～30日
▽試験日（１次）　11 月２日・３
日
▽試験場所（予定）　青森第２合同
庁舎

 その他
  

～共通事項～
▽受験資格　高校卒業または高校卒
業程度（本年度卒業見込み含む）で、
21歳未満の人
■問自衛隊弘前地域事務所（城東
中央３丁目、☎ 27・3871、■Ｅ
aomori.pco.hirosaki@rct.gsdf.
mod.go.jp）

若年者コミュニケーション
実践セミナー
　人間関係を円滑にするコミュニ
ケーション力を高めるためのセミ
ナーです。
▽とき　９月７日（土）
　　　　午前10時～午後４時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）４階第３研修室
▽講師　日本産業カウンセラー協会
東北支部産業カウンセラー
▽対象　コミュニケーション力を高
めたい45歳未満の人
▽定員　16人（先着順）
▽受講料　無料
■問ジョブカフェあおもり（青森市
安方１丁目、☎青森 017・731・
1311、■Ｈ http://www.jobcafe-
aomori.jp/）

接客・販売業向けコミュニ
ケーション実践セミナー
　身体を動かし、ゲームを取り入れ
た実践的なコミュニケーションセミ
ナーで、問題解決力や主体的に行動
することを身に付けていきます。
▽とき　９月25日～27日・30日、
10月１日・２日、午前９時～午後
４時
▽ところ　ベストウェスタンホテル
ニューシティ弘前（大町１丁目）３
階ダイヤモンドの間
▽対象　現在求職中で、全日程出席
できる人＝30人
※申込多数の場合は応募動機により
選考します。
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書（チラシ裏
面）に必要事項を記入し、８月 19
日～９月 17日に弘前就労支援セン
ターへ。
※申込書は同センターのほか、ハ
ローワーク弘前、市役所などに設置。
■問弘前就労支援センター（駅前町、

ヒロロ３階、☎ 55・0115、■Ｆ
55・0125、受付時間は土・日曜日、
祝日を除く午前９時～午後５時）

玉掛け技能講習

▽とき　９月18日～ 20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
手帳を所持している18歳以上の人
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円（ただし、資格所
持者〈※〉は 6,850 円。いずれも
別途テキスト代1,600円が必要）
※資格所持者…クレーン、移動式ク
レーン、デリックの各運転士免許証
および床上操作式クレーン、小型移
動式クレーンの各技能講習修了証の
所持者
▽申込期間　８月 29日～９月５日
の午前９時～午後５時
※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、自動車運
転免許証、前記資格所持者は各免許
証または修了証を持参してくださ
い。なお、代理人による申し込みは
できません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎33・5657）

「話してみよう韓国語」
青森大会
　韓国語を学ぶ人が、楽しく、より
一層意欲を持つことができ、また、
韓国の文化に関心を持つ人の輪が今
後ますます広がることを願い開催し
ます。
▽とき　12月 15日（日）
　　　　午後１時～
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館（文京町）みちのくホール
▽内容　コンテストの部…中高生ス
キット部門・指定スキット部門・ス
ピーチ部門で予選を実施／自由発表
の部…サムルノリなどの伝統芸能、
寸劇、伝統歌謡などの発表
▽応募方法　申込書など応募に必要
なもの一式を、10月 22日（必着）

までに、郵送で提出を。
※詳細はホームページ（http://
www.a-konet.com/）をご覧くだ
さい。
■問「話してみよう韓国語」青森
（北東北）大会実行委員会事務局
（〒 038・0058、青森市羽白字沢
田 29 の 96、あおもりコリアネッ
ト内、三上さん、☎携帯 080・
6050・6700、受付時間は午前９
時～午後６時半）

「わたしと年金」
エッセイ募集
　日本年金機構では、厚生労働省と
協力して、11月を「ねんきん月間」
と位置付け、年金制度に対する理解
を深めてもらうため、公的年金制度
の普及や啓発活動を展開し、全国各
地で年金出張相談などを開催しま
す。
　そこで、皆さんから公的年金制度
とのかかわりについてのエッセイを
募集し、年金制度の意義や、公的年
金制度と皆さんとの結び付きなどに
ついて、一緒に考えていきます。
▽テーマ　応募者自身や家族などの
身近な人と公的年金制度とのかかわ
りについて、「わたしと年金」をテー
マにしたエッセイ
※公的年金の大切さ、公的年金との
かかわり、または社会保障としての
公的年金の意義などに関するエピ
ソードを盛り込んだ内容など。
▽応募資格　中学生以上の人
▽応募内容　日本語で 1,000 ～
2,000 字以内とし、400 字詰め原
稿用紙の場合は３～５枚、ワード文
書形式などによる場合は原稿横書き
（Ａ４版、40字× 35行）としてく
ださい。また、内容は未発表のもの
に限ります。
■問郵送またはＥメール（住所・氏
名〈ふりがな〉・年齢・性別・電話
番号・職業または所属〈会社名・学
校名など〉を記入）で、９月 20日
（当日消印有効、Ｅメールの場合は
当日の午後６時まで）までに、日本
年金機構サービス推進部サービス
推進グループ「わたしと年金」担
当（〒168・8505、東京都杉並区
高井戸西３の５の24、☎東京 03・
5344・1100、 ■Ｅ watashito-
nenkin@nenkin.go.jp）へ。
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 アライグマ
被害防除対策講習会
　近年、アライグマによる農作物な
どへの被害が急増しています。
　市では、アライグマの生態や対応
などについて、より多くの人に理解
してもらうため、「アライグマ被害
防除対策講習会」を開催します。
　なお、この講習会を受講すると、
アライグマの捕獲に必要な箱わなの
設置について、狩猟免許の有無にか
かわらず、取り扱うことができるよ
うになります。
▽とき　８月28日（水）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　北辰学区高杉ふれあいセ
ンター（独狐字山辺）
■問電話、ファクスまたはＥメール
（住所・氏名・電話番号・昼食希
望の有無を記入）で、農業政策課
農産係（☎ 40・7102、 ■Ｆ 32・
3432、 ■Ｅ nougyouseisaku@
city.hirosaki.lg.jp）へ。

松くい虫被害の予防にご協力を

　松くい虫被害は、マツノザイセン
チュウという小さな線虫が松の木に
侵入することによって、松が枯れて
しまう伝染病です。
　６月 17日、深浦町のクロマツか
ら、本県に自生する松では３例目と
なる松くい虫被害が確認されまし
た。被害がまん延することになれば、
農林水産業をはじめとする産業・経
済や、自然景観、観光資源などに大
きな影響を与えます。被害を防ぐた
めには、葉が黄色に変色した松や枯
れた松を早い段階で取り除くことが
大切です。自宅の庭木や街路樹など、
身の周りで枯れている松や枯れか

かっている松を見つけたときは、次
のいずれかまでご連絡ください。
■問市農村整備課（☎ 40・7103）
／中南地域県民局地域農林水産部林
業振興課（☎ 33・3857）／弘前
地方森林組合（☎28・3305）

赤十字活動にご協力を

【赤十字活動を支えるのは“あなた”
です】
　平成 25年度、日赤青森県支部で
は災害発生時に超急性期の医療救護
活動を行うＤＭＡＴ（災害派遣医療
チーム）の編成にかかる救護員の養
成や救護資機材の整備を行うほか、
県内各地域の防災指導者を養成する
ための防災セミナーなど「いのちと
健康を守ること」を重視した活動を
実施します。これらの活動は赤十字
社員の社資を財源としています。
　赤十字活動の普及・推進のため、
市民の皆さんの加入のご協力をよろ
しくお願いします。
■問市社会福祉協議会総務課（☎
33・1161）

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。
▽９月の相談日　
〇弘前市保健センター会場（野田２
丁目）＝９日、午前９時～午後３時
半
〇ヒロロ会場（３階健康広場内）＝
13日・14日、午前10時～午後３時

▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）
■問健康づくり推進課（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

ベビーレッスン

▽とき　９月 15 日（日）、午前の
部＝ 10時半～正午、午後の部＝１
時半～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　パパとママの育児体験、赤
ちゃんのお風呂実演、パパの妊婦体
験、マタニティ相談など
▽対象　開催日現在妊娠 16 週～
31週（５か月～８か月）の人とそ
の家族＝各４組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
■問９月２日～ 13日に、弘前市保健
センター（☎37・3750）へ。

400㎖献血にご協力を

　全血献血は、すべての血液成分
を献血するもので、200㎖献血と
400㎖献血がありますが、献血現場
では、400㎖献血をお願いしていま
す。400㎖献血は、量の確保という
面だけではなく、輸血の安全性を高
めるためにも必要となっています。
　例えば、輸血を必要とする人に、
800㎖の輸血をする場合、200㎖
献血では、４人分の血液が必要とな
りますが、400㎖献血であれば、２
人分の血液で足ります。輸血を受け
る人にとって、なるべく少人数の献
血者の血液を使用するほうが、未知
の感染症や副作用などのリスクを減
らすことができますので、400㎖献
血へのご協力をお願いします。なお、
市ホームページに移動採血車の予定

表を掲載しています。
■問健康づくり推進課（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

『にっぽん縦断 こころ旅“2013
秋の旅”』を弘前に呼ぼう！
　ＮＨＫ－ＢＳプレミアムで放送さ
れている『にっぽん縦断　こころ旅
“2013秋の旅”』が９月下旬に青森
県を訪れます。
　この番組は、俳優の火野正平さん
が自転車で日本を縦断して旅し、視
聴者から寄せられた「こころの風景」
を紹介していくもので、県内では４
カ所でロケをする予定です。番組で
は、「風景とエピソード」を募集し
ており、採用されると、当市でロケ
が行われます。番組を弘前へ呼び、
火野正平さんと思い出の「こころの
風景」を訪ねてみませんか。
▽応募方法　住所・氏名・年齢・性別・
電話番号・思い出の場所・場所にま
つわるエピソードを記入の上、郵送
またはファクスで応募を。
※ 番 組 ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.nhk.or.jp/kokorotabi/）
からも応募できます。
▽応募先　〒 150・8001、ＮＨ
Ｋ「こころ旅」係（住所不要）、■Ｆ
03・3465・1327
▽応募締切　９月９日（必着）
▽放送日　月～金曜日…午前７時
45分～８時／土曜日…午前 11時
～ 11 時 59 分／日曜日…午前 11
時半～午後０時29分
■問広聴広報課シティプロモーション
担当（☎35・1194）

通貨・証券などの返還

　税関では、預かっている次の未返
還通貨などをお返しします。心当た

りがある人は問い合わせを。
○終戦後、海外から引き揚げてきた
人が、上陸地の税関・海運局に預け
た通貨・証券
○帰国前に樺太・満州にあった在外
公館・日本人自治会に預けた通貨・
証券などのうち、日本に返還された
もの
■問函館税関青森税関支署（☎青森
017・734・0780）

石綿による疾病の補償・救済

　中皮腫や肺がんなどを発症し、そ
れが労働者として石綿ばく露作業に
従事していたことが原因であると認
められた場合には、各種労災保険給
付や特別遺族給付金が支給されま
す。石綿による疾病は、石綿を吸っ
てから非常に長い年月を経て発症す
ることが大きな特徴です。中皮腫な
どで亡くなった人が過去に石綿作業
に従事していた場合、各種給付など
の対象になる場合がありますので、
まずは気軽にご相談ください。制度
内容は厚生労働省のホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/
rousai/120406-1.html）でもご
覧になれます。
■問青森労働局労働基準部労災補償課
（☎青森017・734・4115）

有 料 広 告 有 料 広 告 有 料 広 告 有 料 広 告

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  179,953 人　 （－119）
　 男　　  82,381 人　 （－89）
　 女　　  97,572 人　 （－30）
・世帯数　 72,285 世帯（＋39）
平成 25年７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
9／1 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
８ 菊池医院（富田町） ☎39・1234
15 吉田クリニック（百石町）☎37・6300
16 福士病院（新里） ☎27・1525
22 山内整形外科（城東４）☎26・3336
23 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
29 西弘前クリニック（中

野１） ☎32・4121

内　科
9／1 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
８ 関医院中津軽診療所（賀

田１）
☎82・3006

15 佐藤内科小児科取上医
院（取上２）

☎33・1191

22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 沢田内科医院（茂森新

町１）
☎37・7755

耳鼻咽喉科・眼科
9／8 加藤眼科クリニック（田

町５）
☎31・3711

22 やすはら耳鼻咽喉科（安
原３）

☎88・0087

歯　科
9／1 ひまわり歯科クリニッ

ク（早稲田２）
☎29・3738

８ 矯正歯科じん歯科クリ
ニック（大町２）

☎37・1182

15 ふじた歯科（大町１） ☎32・0779
16 かなもり歯科（中野５）☎89・1550
22 Ｉ歯科（富士見町） ☎32・8511
23 松枝歯科医院（下白銀町）☎35・2157
29 石岡歯科医院（松森町）☎32・1078
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と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
～ 10月 27日 弘前マルシェ「青空市場

FORET（フォーレ）」
毎週日曜日、駅前公園～並木通りの遊歩道沿いで開催さ
れる農産物直売青空市場です

弘前マルシェコンソーシアム（☎
31・0508）

～ 20日 黒石よされ 日本三大流し踊りの一つ。「エッチャホー」の掛け声とと
もに踊り子が舞い踊ります

同実行委員会（黒石商工会議所
内、☎ 52・4316）

９
月

10
月

８
月

14 日・15日 黒石こみせまつり 津軽三味線やよさこいソーランの披露など、地元ならで
はのイベントが盛りだくさん

同実行委員会事務局（黒石商工
会議所内、☎ 52・4316）

15日 カルチュアロード 2013 歩行者天国になった土手町通りで、多彩な催しや出店が
盛りだくさん

同実行委員会事務局（☎ 35・
2154）

15日 暗門祭 マイタケ鍋やさまざまなアトラクションなど盛りだくさ
ん。「アクアグリーンビレッジANMON」で開催

目屋観光協会（☎85・2800）

18日～ 20日 猿賀神社十五夜大祭 県下獅子踊大会が開かれ、県内各地の伝統芸能保存団体
が勇壮な舞を披露します

猿賀神社（☎ 57・2016）

28日・29日 津軽の名人・達人バンク
ふれあいまつり

イオンタウン弘前樋の口を会場に、さまざまな分野で一
芸に秀でた「津軽の名人・達人」の技を紹介します

津軽広域連合（☎ 31・1201）

29日 第21回稲刈り体験ツアー 田んぼアート「花魁（おいらん）とハリウッドスター」
の稲刈り体験ができます

田舎館村企画観光課（☎ 58・
2111）

だより “津軽”の話題満載

　今年も夏を彩る「津軽花火大会」を開催します。夏の
夜空に約 4,000 発の花火が打ち上げられ、夏まつりの
フィナーレを飾ります。当日は花火のほか、商工会青年
部による灯ろう流しやさまざまな露店が軒を連ねます。
▽とき　８月20日（火）
▽ところ　白鳥ふれあい広場（藤崎町藤崎）
▽入場料　無料
▽問い合わせ先　藤崎町商工会（☎ 75・2370）／藤
崎町商工会常盤支所（☎65・3044）

　クラフトフェア「クラフト小径（こみち）」を開催し
ます。
　りんごがたわわに実った秋のアップルモールを会場
に、日本全国からプロのクラフト作家 120 組が集い、
おのおのの作品を展示・販売するイベントです。
　作品販売のほか、クラフト作りを体験するワーク
ショップ、「Able Art（エイブルアート）」（障がいがあ
る人の芸術）の紹介、こだわり
フードの提供などを予定してい
ます。
　 ホ ー ム ペ ー ジ（http://
craftkomichi.wordpress.
com/）も随時更新中です。
▽とき　10月５日・６日
▽ところ　中央アップルモール
（板柳町板柳、板柳町役場近く）
▽入場料　無料
▽問い合わせ先　クラフト小
径実行委員会（☎携帯 090・
3405・4672）

５日・６日 ひらかわフェスタ 2013 地場産品の紹介と販売、食育についての展示、市内外の
有名ラーメン店も出店します

平川市農林課（☎ 44・1111）

13日～ 11月
10日

中野もみじ山ライトアップ 紅葉の景勝地「中野もみじ山」で、ムービングライトを
使った秋のライトアップを行います

黒石市商工観光課観光振興係（☎
52・2111、内線 407）

13日 りんごの里板柳まるかじ
りウォーク 2013

６・13・26㎞の３コース！りんごもぎ取り体験もできま
す

板柳町教育委員会生涯学習課（☎
72・1800）

18日～ 20日 津軽の食と産業まつり 津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。
野外テント村や催しも多数

同運営委員会事務局（☎ 33・
4111）

19日・20日 全国こけし工人フェステ
ィバル（黒石市）

全国からこけし工人が津軽こけし館に集結。工人による
実演や展示即売などを行います

津軽こけし館（☎ 54・8181）

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。

第44回津軽花火大会 第１回「クラフト小径」
藤崎町 板柳町

多彩なクラフト作品が
めじろ押し豪快な打ち上げ花火で盛り上がる会場


