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市政への総合的な評価について

弘前市は住みよいまちか

　「弘前市は住みよいまちだと思います
か」の問いには、「住みよいと思う」と
答えた人は 67.9%（昨年度は 70.0%。
以下同）で最も高く、「どちらともいえ
ない」と答えた人は 24.0%（23.1%）、
「住みにくいと思う」と答えた人は6.8%
（5.2%）でした。
　今回は、「住みよいと思う」が 2.1 ポ
イント減少、「どちらともいえない」が
0.9 ポイント、「住みにくいと思う」が
1.6 ポイントと、共に増加しました。

性　別 年代別

居住年数 職業別

男
女
無回答

43.6％

54.5%

1.9% 16～ 19歳
20～ 29歳
30～ 39歳
40～ 49歳
50～ 59歳
60～ 69歳
70歳以上
無回答

14.0％31.2%

0.2%0.6%

24.6%
18.5%

2.7%
8.2％

農林漁業
自営業・経営者
勤め人
専業主婦（主夫）
学生
無職
その他
無回答

1.3%

35.9%
33.2%

11.3%

6.0%
8.2％

0.7%

3.4%３年未満

３～10年未満

10～20年未満

20年以上

無回答

0.7%

61.6% 16.7%

5.0%

16.0％

弘前市は住みよいまちだと思いますか

住みよいと思う どちらともいえない 住みにくいと思う 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H23年度
市民評価アンケート

H24年度
市民評価アンケート

H25年度
市民評価アンケート 67.9%

70.0%

66.7% 24.8%

23.1%

6.8％ 1.2％

24.0%
5.2％ 1.7％

6.4％ 2.2％

　市では、アクションプランに基づき、市民主権システムによる市政運営の実現を図ることを目的に、昨
年度に引き続き、市民評価アンケートを実施しました。結果がまとまりましたので、その一部を紹介します。
▽調査対象　弘前市全域で住民基本台帳から16歳以上の男女6,000人を無作為に抽出しました。
▽調査方法　５月 16日～ 31日の期間で、郵送により調査票の配布および回収を行いました（ただし、
６月17日到着分までのデータを集計対象としています）。
▽回収結果　回答者は2,015人で、回収率は33.6%でした。
※円グラフの構成比は、少数第２位以下を四捨五入し、少数第１位まで表示しているため、合計が
100％にならない場合があります。

市民評価アンケート市民評価アンケート 結 果 公 表

回答者の属性
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70.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H23年度
市民評価アンケート

H24年度
市民評価アンケート

H25年度
市民評価アンケート 19.2%

33.6% 24.1%

36.3%

6.6％ 1.5％

34.８%

9.4%

9.2%

18.2%

21.5%
6.5％7.4％ 5.2％

6.7％ 4.7％

7.2％

6.3％

5.3％
20.0％

16.3％

満足である どちらかといえば満足である ふつう

どちらかといえば不満である 不満である わからない 無回答

2

市役所の働きぶりは

　「市役所職員の仕事ぶりに満足し
ていますか」の問いには、「満足
である」「どちらかといえば満足で
ある」と答えた人は合計 26.4％
（26.3％）で 0.1 ポイントの増加で
した。
　一方、「不満である｣「どちらかと
いえば不満である｣ と答えた人は
30.7％（25.6％）で 5.1 ポイント
の増加でした。
　また、「不満である」「どちらかと
いえば不満である」と答えた人に「そ
れはどうしてですか」と質問したと
ころ、「職員の責任が足りない」と
答えた人が最も多く 321 人、次い
で「仕事のやり方に柔軟性がない」
が270人、「職員の対応・態度が悪
い」が269人でした。

アクションプランに掲げている各約束に関する施策について

満足度
　アクションプランに掲げている各施策については、
「下水道が普及し、衛生的で快適な生活が送れること
について」や「安全な水道水をいつでも利用できること

満足度が高い施策

0% 20% 40% 60% 80% 100%

下水道が普及し、衛生的で快適な生活が送れていること【下水道】

安全な水道水をいつでも利用できること【上水道】

弘前の景観の魅力【景観】

東北新幹線全線開業や弘前城築城400年祭などを契機とし
た、さまざまな取り組みによる観光関連産業の活性化【観光】

「広報ひろさき」「市ホームページ」など市民
に広く市政情報を提供する広報活動【広報】

満足である どちらかといえば満足である ふつう どちらかといえば不満である 不満である わからない 無回答

について」などの満足度が高くなっています。
　一方、｢冬期間において安心・快適な生活が送れる
ことについて」や「市が行っている街なかカラス対策
について」などの満足度が低くなっています。

満足度が低い施策

0% 20% 40% 60% 80% 100%

商店街や製造業等の活性化など、各種商工
業振興策や雇用対策の取り組み【商工業】

青少年が健全に育っていること【健全育成】

市が行っている街なかカラス対策【カラス対策】

冬期間において安心・快適な生活が送れていること【雪国生活】

地震や台風などに対する総合的な防災体制の整備【防災】

満足である どちらかといえば満足である ふつう どちらかといえば不満である 不満である わからない 無回答

アンケートの活用について
　市民評価アンケートの結果は、アクションプランの
進行管理など、今後の市政運営のために活用するとと
もに、市長の給与決定の資料としても活用することと
しています。今回の調査結果では、葛西市長の市政へ
の取り組みについて、「評価していない」「どちらかと
いえば評価していない」と答えた人の割合は、合計で
7.4%となり、減額の基準である 30%を超えません
でした。　

集計結果の閲覧について
　集計結果報告書は、次の場所で閲覧できます。
▽閲覧場所　情報公開コーナー（市役所 3階）／岩
木総合支所（賀田 1丁目）／相馬総合支所（五所字
野沢）／各出張所
※このほか、市の主な施設に備え付けているほか、市
ホームページにも掲載しています。
▽問い合わせ先　行政経営課統計情報分析担当（市役
所3階、☎ 40・7016）

数年前との比較

　数年前よりよくなっていると感じている割合が高い
のは「東北新幹線全線開業や弘前城築城 400年祭な
どを契機とした、さまざまな取り組みによる観光関連
産業の活性化について」や「市民と行政が、ごみの減

量、資源化や環境に配慮した行動に取り組んでいるこ
とについて」などとなっています。
　一方、数年前より悪くなっていると感じている割合
が高いのは、「冬期間において安心・快適な生活が送
れることについて」や「市が行っている街なかカラス
対策について」などとなっています。

数年前と比べてよくなっていると感じているのは

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「市長車座ミーティング」「アイデアポスト」「出前講座」
「市政懇談会」など市民から広く意見を聞く広聴活動【広聴】

よくなっている 変わらない 悪くなっている わからない 無回答

弘前の景観の魅力【景観】

東北新幹線全線開業や弘前城築城400年祭などを契機とし
た、さまざまな取り組みによる観光関連産業の活性化【観光】

「広報ひろさき」「市ホームページ」など市民
に広く市政情報を提供する広報活動【広報】

市民と行政が、ごみの減量、資源化や環境に配
慮した行動に取り組んでいること【生活環境】

数年前と比べて悪くなっていると感じているのは

市政情報
Town Information

葛西市長の市政への取り組みは

　「葛西市長の市政への取り組みを
どの程度評価していますか」の問い
には、「評価している」｢どちらかと
いえば評価している」と答えた人は
合計 58.2％（60.2％）で 2.0 ポ
イントの減少でした。
　一方、「評価していない」「どちら
かといえば評価していない」と答え
た人は合計 7.4％（6.7％）で 0.7
ポイントの増加でした。

70.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H23年度
市民評価アンケート

H24年度
市民評価アンケート

H25年度
市民評価アンケート 19.2%

24.6% 32.3%

36.7%

4.3％ 3.1％ 1.2％

34.6%

17.3%

8.7%

7.6%

22.8%

25.6%
2.9％3.8％ 1.6％

5.7％ 2.3％3.4％

23.6％

23.5％

14.4％

評価している どちらかといえば評価している ふつう

どちらかといえば評価していない 評価していない わからない 無回答

葛西市長の市政への取り組みをどの程度評価していますか

市役所職員の仕事ぶりに満足していますか

0人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 350人

321人

270人
260人
269人
275人

163人
162人

140人
143人

149人
136人

224人

217人
203人
207人

176人

職員の責任が足りない
仕事のやり方に柔軟性がない

職員の対応・態度が悪い
職員にコスト意識がない

職員の仕事が場当たり的である
仕事が遅い・待たされる

無駄な仕事をして必要な仕事をしていない
職員の説明がわかりにくい

その他

不満の内訳

166人
124人

H25年度
H24年度

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
悪くなっている 変わらない よくなっている わからない 無回答

商店街や製造業等の活性化など、各種商工
業振興策や雇用対策の取り組み【商工業】

通勤、通学、買い物などのための
交通手段が整っている【公共交通】

前向きに取り組む職員の育成により、市民サービスが向上
し、効率的・効果的な行政運営が図られている【行政運営】

市が行っている街なかカラス対策【カラス対策】

冬期間において安心・快適な生活が送れていること【雪国生活】
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会場 種目・イベント とき ところ 対象・定員 参加料
内容 問い合わせ・申込先

①弘前市運動公
園（豊田２丁目）

★サッカー教室
10月 13日 陸上競技場（トラック）小学生＝150人 無料

サッカー協会、リベロ津軽の講師による技術指導 リベロ津軽スポーツクラブ（☎
35・0043）

★少年少女野球教室／
キャッチボールクラシ
ック

10月 13日 野球場 小学校３年生～
６年生＝300人 無料

楽天球団および弘前市野球協会の指導者による技術指導
弘前市野球協会（斎藤さん、
☎ 35・6909、☎ 携 帯 090・
5841・7640）

★ソフトボール大会・
教室

10月13日・14日 野球場・多目的広場 中学生 無料
市内中学校ソフトボール部・特別編成チームによる大会
と齋藤春香さんによるソフトボール教室（教室は 14日
のみ）

弘前市ソフトボール協会（須
郷さん、☎35・0078）

フリークライミング
10月13日・14日 球技場 どなたでも参加可 無料

初級者、上級者向けそれぞれのボードを登るゲーム 文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

弘前版サスケ
10月13日・14日 球技場 どなたでも参加可 無料

みんなが楽しめるアスレチック 文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

ニュースポーツゲーム
コーナー

10月13日・14日 球技場 どなたでも参加可 無料
グラウンドゴルフ、ターゲットバードゴルフ、インディア
カ、ペタンク、フライングディスク、フリーキック、スナッ
グゴルフの各ゲーム

文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

健康生活コーナー
10月13日・14日 陸上競技場（室内走路）どなたでも参加可 無料
健康チェック（体組成・血圧の測定）、体力測定、健康管理の啓
蒙・啓発（パンフレット、保健師による説明など）

文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

★とき　10 月 13 日・14 日
★ところ　弘前市運動公園ほか
　弘前スポレク祭は、市民の皆さんにさまざまなスポ
ーツ・レクリエーションに親しんでもらうことで、健
康で快適な生活を送ってもらうことを目的に開催して
います。ぜひこの機会に体験してみませんか。
　★のイベントは申し込みが必要ですが、それ以外は
参加自由（無料）です。
▽問い合わせ先　弘前スポレク祭実行委員会（文化ス
ポーツ振興課内、☎40・7115）
【開会セレモニー】
▽とき　10月 13日、午前８時半～
▽ところ　弘前市運動公園野球場前ステージ
▽内容　ニュースポーツの紹介や開会宣言ほか
※運動公園通路には出店、観光ＰＲコーナーを設置。
【大抽選会】
▽とき　10月 14日、午後３時20分～
▽ところ　弘前市運動公園野球場前ステージ
▽内容　各イベントやゲームに参加しながらポイント
を集め、抽選券をゲットすれば、豪華商品の当たる大
抽選会に参加できます。

第６回

弘前スポレク祭
会場 種目・イベント

とき ところ 対象・定員 参加料
内容 問い合わせ・申込先

①弘前市運動公
園（豊田２丁目）

★グラウンドゴルフ大
会

10月13日・14日 常設コース 市民＝各日100人 各日 500円

グラウンドゴルフの大会を開催 弘前市グラウンドゴルフ協会
（奥出さん、☎33・8908）

★走り方教室
10月 14日 陸上競技場（トラック）小学生＝200人 無料
スポネット弘前による技術指導（小学校１～３年生の部、
小学校４～６年生の部に分かれて指導） スポネット弘前（☎32・6523）

★ママチャリ耐久レー
ス

10月 14日 多目的広場ほか どなたでも参加可 2,000円／１チーム
40チーム（１チーム３～６人）で制限時間内でのコース周
回数を競う

文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

★市民ウォーキングの
集い

10月 14日 運動公園周辺 どなたでも参加可 無料
５㎞・８㎞のウォーキング（時間は正午～午後２時半。
雨天決行）

弘前歩こう会（今井さん、☎
32・9272）

②青森県武道館
（豊田２丁目）

落合博満講演会

10 月 13 日、 午
後４時～（開場は
午後３時）

主競技場
前売券＝大人1,500
円、小人1,000円／
当日券＝大人2,000
円、小人1,200円 弘 前 青 年 会 議 所（ ☎ 34・

4458）
演題…「夢を目指す君たちへ～ Never give up on 
your dream～」

★ソフトバレー大会
10月 14日 主競技場 小学生以上の市

民
ファミリーの部＝無料／一般
の部＝2,000円

ソフトバレーの大会を開催 弘前バレーボール協会（三大小
学校・山中さん、☎32・2846）

③弘前公園（下
白銀町）

★ひろさきウォークラ
リー

10月 14日 弘前公園内 市民＝100人 300円／１人

３～５人のグループで行うウォークラリー 弘前レクリエーション協会（☎
携帯090・2958・8360）

④市民体育館
（五十石町） 市民体操祭

10月 14日 競技場 見学自由 無料
市民による体操競技、新体操の演技発表やダンスの発表
会

弘前体操連盟（宮地さん、☎
32・2988）

⑤弘前 B ＆ G
海洋センター
（八幡町１丁目）

インディアカ教室
10月 13日 体育館 どなたでも参加可 無料

インディアカの基本からゲームまで 弘前市インディアカ協会（福
田さん、☎36・6004）

ターゲットバードゴル
フ教室

10月13日・14日 グラウンド どなたでも参加可 無料

ターゲットバードゴルフの基本からゲームまで 弘前ターゲットバードゴルフ
協会（小山さん、☎35・8005）

★ターゲットバードゴ
ルフ大会

10月13日・14日 グラウンド 市民＝100人 500円
ドライビングコンテスト、ホールインワンゲーム、６～
９ホール個人戦

弘前ターゲットバードゴルフ
協会（小山さん、☎35・8005）

ペタンク教室
10月 14日 グラウンド どなたでも参加可 無料

ペタンクの基本からゲームまで 弘前市ペタンク協会（秋庭さ
ん、☎34・9548）

⑥河西体育セン
ター（石渡１丁
目）

バウンドテニス教室
10月 13日 体育館 どなたでも参加可 無料

バウンドテニスの基本からゲームまで 弘前バウンドテニスクラブ（松
原さん、☎33・0243）

★ラージボール卓球大
会

10月 14日 体育館 市民＝100人 500円

ラージボール卓球の大会を開催 弘前ラージボール卓球協会（木
村さん、☎33・2407）

⑦岩木 B ＆ G
海洋センター
（兼平字猿沢）

キッズ遊びのコーナー
10月13日・14日 体育館 どなたでも参加可 無料
主に幼児～小学生が体を使って遊べるコーナー（キンボー
ル、ヒット・だ・ターゲット、ユニホック、ダブルダッチ、
大縄など）

スポネット弘前（☎32・6523）

⑧岩木山総合公
園（百沢字裾野）★壮年サッカー大会

10月 14日 グラウンド 40 代・50 代・60
歳以上 2,000円／１チーム

40歳以上、50歳以上、60歳以上の年代別交流大会 弘前サッカー協会（川村さん、
☎携帯090・2021・1665）

会場案内図

 

嶽温泉 岩木
小学校

至高杉 至青女子 至青森

弘南鉄道
至大鰐

市役所

アップル
ロード

弘
南
鉄
道

弘
前
駅 至

黒
石

国
道
７
号

奥羽本線

土
淵
川

岩
木
川

西
バ
イ
パ
ス

❶　弘前市運動公園
❷　青森県武道館
❸　弘前公園
❹　市民体育館

❶
❷

❼

❻

❸

❽

❺　弘前B&G海洋センター
❻　河西体育センター
❼　岩木B&G海洋センター
❽　岩木山総合公園

❺

❹
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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）

　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
しています。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９日に無料
クーポン券および検診手帳を発送しました。
　クーポン券には有効期限があります。期限が近づく
と、検診の予約が取りにくくなる場合もありますので、

早めにご利用ください。まだ手元に届いていない人は
問い合わせを。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。
▽問い合わせ先　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。

市政情報
Town Information

 イベント
世界遺産登録を目指す縄文
遺跡展
　北海道・北東北の縄文遺跡群は、
当市の大森勝山遺跡を含む 18の遺
産で構成され、世界遺産登録を目指
しています。
　構成遺産には、深さ２ｍを超える
大型の竪穴建物が発見された函館市
の大船遺跡や、日本最古の土器が発
見された外ヶ浜町の大平山元遺跡な
ど、それぞれ特色があります。
　市では、世界遺産登録の推進を目
指して、構成遺産と大森勝山遺跡を
パネルで紹介する縄文遺跡展を開催
します。
▽とき　９月20日～ 10月１日
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽入場料　無料
■問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

津軽塗「りんごとさくらの
デザインコンテスト」
発表会と展示・販売会
　「りんご・さくら」をテーマに一
般公募したデザイン案の審査結果を
発表します。また、津軽の代表的な
伝統工芸品「津軽塗」の展示・販売
会も開催しますので、ぜひご来場く
ださい。
▽とき　９月 20日～ 23日、午前
９時半～午後５時（最終日は午後４
時まで）
※デザインコンテストの表彰式は９
月21日の午前 10時から。

▽ところ　伝統産業会館（神田２丁
目）
▽内容　展示販売会／津軽塗研ぎ出
し体験／修理再生相談コーナー
▽入場料　無料
■問青森県漆器協同組合連合会（☎
35・3629）

白神山地世界遺産登録 20
周年記念事業「環世界自然
遺産サミット」
　白神山地世界自然遺産登録 20周
年を迎えるに当たり、白神山地、知
床、小笠原諸島、屋久島の関係者が
集い、自然と人との共生を考え、世
界自然遺産を取り入れたその地域に
しかない「地域ブランド」をプロモー
ションします。大切に守り紡いでき
た自然と文化都市の在り方を模索
し、次代を担う子どもたちへ地域の
誇りを紡ぐサミットです。また、記
念事業として、江戸時代の紀行家「菅
江真澄」が歩いた道の開通式および
歩き初めを行います。
【環世界自然遺産サミット】
▽とき　９月 21 日（土）、午後１
時～４時半（開場は正午）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽内容　①涌井史郎さん（造園家、
東京都市大学環境情報学部教授）と
赤池学さん（ユニバーサルデザイン
総合研究所代表取締役所長）の対談
…テーマ「世界自然遺産との共生に
ついて」／②パネルディスカッショ
ン＝コーディネーター・涌井史郎さ
ん、アドバイザー・赤池学さん、パ
ネリスト・白神山地、知床、小笠原
諸島、屋久島の関係者／③環世界自
然遺産宣言
【「菅江真澄の道」開通式および歩き
初め】
▽日程と内容　９月 22 日（日）、
①午前 10時～＝開通式（受付は午
前９時半～）／②午前 10時半～＝
歩き初め（２時間程度）
▽ところ　アクアグリーンビレッジ
ANMON（西目屋村川原平）
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。

■問弘前青年会議所事務局（東長町、
☎ 34・4458、 ■Ｆ 34・4497、
■Ｅ jcjcjc@hirosaki-jc.com、 ■Ｈ
http://www.hirosaki-jc.com/）

人形劇団プーク
「てぶくろを買いに」と
「くるみ割り人形」
　弘前市児童文化研究サークル連合
会の技術研修として開催します。
　日本屈指の人形劇団の公演ですの
で、皆さんぜひおいでください。
▽とき　９月 27日（金）の午後６
時半～（開場は午後６時）
▽ところ　貞昌寺
（新寺町）
▽入場料　1,000
円（３歳以上）
▽問 い 合 わ せ・
チ ケ ッ ト 取 扱 先　
貞 昌 寺（ ☎ 32・
1082）／弘前市社
会教育協議会（☎
31・3010）

弘前大学スティールパン部
10周年＋グラスハープ・
アンサンブル５周年記念
コラボ・コンサート
　会場となる旧弘前偕行社（御幸
町、国指定重要文化財）は、間もな
く改修工事のため４年間閉館となり
ます。市を代表する洋館での鉄とガ
ラスの共演を、閉館前にお楽しみく
ださい。
▽とき　９月 29 日（日）、午後２
時～３時半（開場は午後１時半）
▽ところ　旧弘前偕行社
※駐車場あり。
▽曲目　星に願いを／見上げてごら
ん夜の星を／ふるさと／ハイマスほ
か
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学スティールパン部（冨
田 さ ん、 ☎ 携 帯 080・5037・
7595）
※平成 25年度「学都弘前」学生地
域活動支援事業費補助金の採択事業
として行われます。

　   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

大船遺跡（函館市）

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

子宮頸がん（女性）
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・乳がん・大腸がん検診
無料クーポン券について

がん検診推進事業
のお知らせ
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津軽の名人・達人バンク
ふれあいまつり
　津軽広域連合では、「津軽の名人・
達人バンク」に登録する、一芸に秀
でた「津軽の名人・達人」たちの秀
逸した技能や作品を発表・展示し、
圏域の皆さんに事業を周知し体験し
てもらうため「津軽の名人・達人バ
ンクふれあいまつり」を開催します。
▽とき　９月28日・29日
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　イオンタウン弘前樋の口
（樋の口２丁目）専門店内
■問津軽広域連合「津軽の名人・達
人バンクふれあいまつり」係（☎
31・1201、■Ｈ http://tsugaru
koiki.jp/）

ヒロロスクエア
コミュニケーションゾーン
の催し
　市民文化交流館イベントスペース
（駅前町、ヒロロ３階）を会場に開
催します。
【ふれファミ倶楽部】
　誰でも気軽に参加できる講座で
す。くつろぎながら、楽しいひとと
きを過ごしてみませんか。
▽とき　10月８日（火）
　　　　午前10時～正午
▽内容　手芸教室（こぎん）
▽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 furefami20
@yahoo.co.jp）
【市民先生のわくわく授業】
　市民を講師として、わくわくする
プログラムを提供します。
▽とき　10 月２日・９日・16 日
の午後３時～６時
▽内容　本の読み聞かせ・紹介／英
語で体を動かそう！／体を守ろう！
／体験☆ハロウィン！
▽対象　小学生

▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問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）
【コラボレーションほっとコーラス】
　コーラスに参加したり、音楽に合
わせて体を動かしたりしながら、子
育てと健康づくり、交流をしてみま
せんか。今回は、弘前ねむの会ファ
ミリーコーラスとドレミ音楽教室と
のコラボレーションで演奏します。
▽とき　10月 16日（水）
　　　　午後１時半～３時
▽対象　幼児から大人まで
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　飲み物
※動きやすい服装で参加を。
■問国際子ども文化芸術交流実行委
員会（三浦さん、☎携帯 090・
4552・2411）

鏡ヶ丘記念館特別公開

　本年創立 130 周年を迎えた弘前
高等学校では、記念事業の一環とし
て、青森県指定文化財（県重宝）の
鏡ヶ丘記念館の館内を特別公開しま
す。
▽とき　10 月１日～４日、午前
10時～午後４時
▽ところ　弘前高等学校（新寺町）
敷地内
▽入場料　無料
※事前の予約は不要。
■問弘前高等学校渉外部（☎ 32・
8545）

弘前市生きがいセンター
作品展
　弘前市生きがいセンターが行って
いる「生きがい教室」（クレヨン画・
書道）の受講者および「サークル活
動」（水墨画・絵手紙・折り紙など）
参加者の作品を展示します。
▽とき　10 月２日～４日の午前
10時～午後５時（初日は正午から、
最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階美術展示室
■問弘前市生きがいセンター（☎
38・0848、月曜日と祝日の翌日
は休館日）

チャレンジ・自然ふれあい
宿泊体験
　学校生活のことで悩んだり、元気
が出なくて困ったりしている子ども
たちと、大自然の中でのいろいろな
体験活動を通して一緒に楽しみま
す。
▽とき　10月３日・４日（１泊２日）
▽ところ　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、創作活動
▽対象　不登校またはその傾向にあ
る児童・生徒（小学校５年生～中学
校３年生）、フレンドシップルーム
通室生
※保護者同伴、日帰りでの参加も可。
▽定員　20人程度
■問９月 25日までに、フレンドシッ
プルーム（☎26・4805）へ。
※不登校に関する相談も受け付けて
います。気軽にご連絡ください。

母乳育児フォーラム

▽とき　10月６日（日）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　国立病院機構弘前病院
（富野町）地域医療研修棟
▽テーマ　「母乳育児の良さって何
だろう？」
▽内容　小児科医による母乳育児の
赤ちゃんとママへのメリットについ
て／同院で実際に出産したママと赤
ちゃんのビデオ上映／母乳育児と歯
の話～むし歯にしないために　いい
咬み合わせを創るために～
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前病院母子医療センター（☎
32・4315）

琵琶楽コンサート
「琵琶幻想行」
　平家物語の中でも、当初から聴く
者の涙を誘い、三大悲劇といわれて
きた作品を、琵琶の弾き語りと朗読
で表現するコンサートです。
▽とき　10月６日（日）
　　　　午後１時半～３時半

▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）大会議室
▽曲目　「夢」…平家物語「灌頂の巻」
を元に創作した朗読／平家物語三大
悲劇「俊寛」「敦盛」「壇ノ浦」／琵
琶独奏曲
▽出演　平尾鶴朋さん（琵琶演奏
者）、五十嵐トキ子さん（朗読）
▽入場料　無料
※入場整理券が必要です（９月１日
から配布）。
■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571）

木育（もくいく）キャラバン
inひろさき・白神
　東京おもちゃ美術館と地元・木工
職人が作った木のおもちゃが大集
合 !!  
　白神山地世界遺産登録 20周年記
念事業として、木のぬくもりと質の
高いおもちゃで楽しく遊びながら自
然の豊かさを学ぶ「木育キャラバ
ン」、森の恵みや木でモノづくりを
する「木育ワークショップ」、専門
家を交えて人と自然との共生や木育
の普及・啓蒙（けいもう）を進める
「木育円卓会議」を開催します。
▽とき　10月５日（土）、午前 10
時～午後４時（木育円卓会議は午
後１時～３時）／６日（日）、午前
10時～午後３時
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、
ヒロロ３・４階）
■問弘前こどもコミュニティ・ぴー
ぷる（☎ 34・0171、■Ｈ http://
hirosakipeple.blog134.fc2.
com/）

市民会館と市立博物館の
工事現場見学会
　現在、リニューアルオープンに向
けて工事中の市民会館と市立博物館
の現場見学会を開催します。
▽とき　10月 13日（日）、①午前
９時～、②午前 11時～、③午後１
時～

※各開始時間の 10 分前までに集
合。
▽集合場所　市民会館工事現場事務
所（下白銀町）前（自家用車での来
場はご遠慮ください）
▽募集人員　各30人（先着順）　
▽案内人　橋本功さん（前川建築設
計）、仲邑孔一さん（前・前川建築
設計）、前田卓さん（アトリエタアク）
､ 三上昇さん（三上設計）
▽申し込み方法　９月 17 日～ 30
日に、電話で市立博物館（☎ 35・
0700、受付時間は平日の午前８時
半～午後５時）へ。
※住所・氏名・電話番号をお知らせ
ください。申し込み１回に付き、２
人まで受け付けます。詳しくは問い
合わせを。
■問市立博物館／市民会館（☎ 32・
3374）

教育講演会

　学校、家庭、地域と連携を深め、
子どもたちのよりよい未来を一緒に
考えることを目的に開催します。
　今年は、発達障がいのある子ども
の支援に詳しい松久眞実さんを講師
に迎え、教師・保護者の視点からの
子どもの理解や支援の方法について
お話を伺います。
▽とき　10月 15日（火）
　　　　午後２時半～４時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）多目的ホール
▽内容　講演「発達障がいのある子
どもの理解と支援について～教師の
視点から、保護者の視点から～」…
講師・松久眞実さん（プール学院大
学教員）
▽定員　300人（先着順）
▽参加料　無料
■問 10 月１日までに、教育センター
（末広４丁目、総合学習センター内、
☎26・4803、■Ｆ 26・2250）へ。
※申し込みの際は、住所・氏名・電
話番号をお知らせください。　　

ユニカール教室

▽とき　９月 26 日～ 10 月 24 日
の毎週木曜日、午後７時～８時半

▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽内容　ストーンの持ち方、基本投
球、ゲーム戦略法など
▽対象　小学校４年生以上の市民＝
15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動できる服装、室内専
用シューズ、汗ふきタオル
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

市民ボランティアによる
パソコン講座
　学ぶ市民のためのパソコン講座で
す。
【はじめてのパソコン講座】
▽とき　10 月２日・９日・16 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　９月 22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
午後５時まで〉）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

ベテランズセミナー

▽とき　10月３日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽内容　シリーズ弘前市の行政①
「弘前市の財政」
▽講師　市財務政策課職員
▽対象　おおむね60 歳以上の市民
＝50人程度
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具
▽その他　シリーズ２回目は 11月
14 日、３回目は 12 月 12 日を予
定しています。
■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。

 教室・講座
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を守るために一緒に学びましょう。
▽とき　10月６日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽定員　50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」（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。

水泳教室（クロール）

▽とき　10 月９日～ 25 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　クロールの呼吸練習
▽対象　泳ぐことができる市民＝
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、９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）

健幸ノルディック
ウォーキング教室
　ノルディックウォーキングの基礎
を学びませんか。
▽とき　毎週水曜日の午後７時～８
時
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
陸上競技場外周
▽対象　50歳以上の市民で、医師
から運動制限をされていない人
▽参加料　１回100円
※初回は、年間傷害保険料として
1,000円が必要。
▽持ち物　動きやすい服装、汗ふき
タオル、飲み物（ポールは貸し出し
します）
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
日曜日を除く、午前９時～午後９時

〈水・木曜日は正午から〉）
※文部科学省の委託事業として行わ
れます。

かけっこ教室

▽とき　10月９日・11日・21日・
25日・28日・30日、11月１日・
６日・８日・13日・15日・20日、
午後４時半～５時半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　用具を取り入れながら、走
る・跳ぶ・ける・投げるなどの全身
運動ラダー、ミニハードルを使って
足を細かく速く動かすトレーニング
▽対象　走りが苦手な小学校１年
生・２年生＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
室内用シューズ
▽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、９月 28 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）

市民健康な食生活講座

　肥満や間食、減塩など、健康が気
になる人に向けて、講話や簡単な
クッキング、試食など、「食」を通
じた体験型健康講座を開催します。
▽日程と内容　①10月10日＝「あ
と１g減塩、あと１㎏減量」／②
11月７日＝「100kcal を学ぶ（食
べ物編）」／③ 12 月 12 日＝「ヘ
ルシーな野菜のおつまみレシピ」
※時間はいずれも午前 10時半～午
後１時。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　全日程参加できる市民＝
15人
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽申し込み方法　はがきに、住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を記入
し、９月 27日（必着）までに、健

康づくり推進課健康増進係「健康な
食生活講座」（〒 036・8711、野
田２丁目７の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定しま
す。なお、結果は10月 4日までに、
当選者のみにお知らせします。
■問健康づくり推進課（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

第15回家庭でできる
看護ケア教室
　看護の専門領域で活躍する看護師
が、実際に即した方法でお伝えしま
す。　　　
▽日程と内容　①10月31日＝「家
庭でできる感染予防～自分・家族を
守る方法～」「知って得するおむつの
はなし～おむつの当て方のコツ、皮
膚トラブルの対処まで～」／②11
月14日＝「健康的ないきいき生活
のちょっとしたコツ～生活習慣の見
直しのきっかけになります！～」
※時間はいずれも午後１時～３時
半。①②いずれかのみの参加も可。
②は動きやすい服装で参加を。
▽ところ　弘前大学医学部コミュニ
ケーションセンター（本町）
▽対象　市民＝30人（先着順）
▽参加料　無料
■問 10 月１日～ 18 日に、弘前大
学医学部附属病院地域連携室（☎
39・5337、受付時間は土・日曜日、
祝日を除く午前９時～午後５時）へ。

スポネット弘前の
バスケットボール
　バスケを通じて仲間作りをしませ
んか。初心者も歓迎します。
▽とき　①ダムダムバスケ＝毎週月
曜日、午後７時～９時／②ガチンコ
バスケ＝毎週土曜日、午後７時～９
時
▽ところ　①朝陽小学校（在府町）
体育館／②南中学校（原ヶ平字山中）
体育館
▽対象　市民
▽参加料　１回100円
※初回無料体験あり。
▽持ち物　動きやすい服装、汗ふき
タオル、内履き、飲み物
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
日曜日を除く、午前９時～午後９時
〈水・木曜日は正午から〉）

■問 10 月２日までに、勤労青少年
ホーム（☎34・4361）へ。

布ぞうり作り教室

　使い古しのタオルや手ぬぐいを
使って布ぞうりを作ります。
▽とき　10月５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　石田美津子さん
▽定員　15人
▽参加料　無料
▽持ち物　タオル２枚、手ぬぐい１
枚（どちらも使い古しのもので構い
ません）、昼食
※作業しやすく汚れてもいい服装で
おいでを。
■問９月 18 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。月曜日が祝日の
場合は翌日が休館日。

フォークダンスの夕べ

　世界のフォークダンスを踊ってみ
ませんか。初心者向けの内容です。
▽とき　10月５日（土）
　　　　午後６時半～９時
※当日会場で受け付け。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽対象　市民
▽参加料　無料
▽持ち物　動きやすい服装、運動靴
など
■問弘前市フォークダンス協会事務局

（佐々木さん、☎33・6537）

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　10月５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　「あだった（脳卒中）後の
コミュニケーション障がい～言語聴
覚士が伴走します～」…講師・浅田
一彦さん（言語聴覚学専攻助教）
▽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）

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。初心者も歓迎します。
▽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　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽対象　小学生以上の女性
▽参加料　１回100円
※初回無料体験あり。
▽持ち物　動きやすい服装
※会場が変更になる場合があります
ので、事前にお問い合わせください。
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
日曜日を除く、午前９時～午後９時
〈水・木曜日は正午から〉）

シンフォニー「成年後見制度
を考える会」公開講座
　「悪質商法と成年後見制度」をテー
マに開催します。老後の財産や権利

小学生水泳教室

▽とき　10 月３日～ 31 日の毎週
木曜日、午後４時半～５時半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　水慣れからクロールで泳げ
るまで
▽対象　小学生＝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（ふりがな）・性別・生年
月日・電話番号・保護者氏名・教
室名を記入し、9月 25 日（必着）
までに、岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（〒 036・1332、兼平字猿沢 32
の 11）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（きょう
だいでの参加は、はがき１枚で可）。
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

フィットネス
キックボクシング教室
▽とき　10月４日・11日・18日・
25日の午後７時～８時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽内容　ミットにパンチ、キックな
ど初心者向けの実技
▽対象　市内に勤務か居住の働く青
少年（おおむね 35歳まで）＝ 12
人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手、タオル、室内用
シューズ、運動できる服装

 

　堀越城跡は、大浦為信（後の津軽
為信）が戦国時代末期に津軽支配の
拠点とした、弘前城の前身となる城
跡です。調査開始から 16年目とな
る本年度の発掘調査では、三之丸か
ら外構に通じる城道などの遺構とと
もに、当時使われた陶磁器などが発
見されています。
　市では、これらの成果の公開と併
せて、歴史講座を開催しますので、

皆さんぜひご参加ください。　
▽日程と内容　９月 21 日（土）、
午後１時～＝発掘現場の見学会／午
後３時～＝歴史講座（堀越児童館）
▽集合場所　堀越城跡発掘現場事務
所（国道７号と市道堀越雪置き場線
交差点角）　
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　見学会・歴史講座どちら
かのみの参加も可／雨天決行（雨天
時は雨具や長靴などの用意を）／自
家用車は、堀越雪置き場へ駐車を

堀越城歴史講座 ■問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

三之丸から外構に通じる城道
調査の様子
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１丁目）９階／②立佞武多（たちね
ぷた）の館（五所川原市大町）
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

一日体験ボランティア

　ボランティア活動を始めるきっか
けとして、一日だけの体験をしてみ
ませんか。今回は、「福祉施設（抱
民舎であいの家あうん＆ゆいまあ
る）利用者とクリ拾い体験」です。
▽とき　10月４日（金）、午前 10
時～午後２時（午前９時半集合）
▽集合場所　ゆいまある（藤代字平
田）
▽内容　高照神社近くのクリ畑でク
リ拾いやイガの処理などを体験
▽対象　市民＝ 15人程度（親子で
の参加も可、先着順）
▽参加料　500 円（小学生以下は
無料）
▽持ち物　軍手、帽子、長靴、動き
やすい服装
■問 10 月１日までに、ボランティア
支援センター（元寺町、市民参画セ
ンター内、☎38・5595）へ。

全国一斉！法務局休日相談所

　青森地方法務局弘前支局では、休
日相談所を開設します。どこに相談
したらよいか分からない問題などで
困っている人は、気軽においでくだ
さい。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　10月６日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　青森地方法務局弘前支局
（早稲田３丁目）
▽相談員　法務局職員、人権擁護委
員、公証人、司法書士、土地家屋調
査士
■問青森地方法務局弘前支局総務課
（☎26・1150）

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ます。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。
▽ 10 月の相談日　
〇弘前市保健センター会場（野田２
丁目）＝７日、午前９時～午後３時
半
〇ヒロロ会場（３階健康エリア）＝
11 日・12 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）

ペットは責任を持って
管理しましょう
　最近、ペットの管理に対する苦情
や相談が多く寄せられています。
　ペットを飼育している人は、次の
ことを守り、適正に管理するようお
願いします。
○フンは必ず持ち帰る
○他人の庭や建物を汚させない
○庭木や鉢植え、車などを傷つけさ
せない
○放し飼いは絶対にしない
○無駄吠えをさせない
○においが発生しないよう飼育場所
を清潔にする
○カラスが来ないよう食べ残しのエ
サは片付ける
■問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

第４回秀景ふるさと富士写真
コンテスト
　全国にある「ふるさと富士」をテー
マにした写真を募集します。津軽富
士「岩木山」を撮影して、ぜひご応
募ください。
▽応募締め切り　12 月 23 日（当
日消印有効）
※詳しくはホームページ（http://
www. p r e f . s h i z u o k a . j p /
bunka/bk-223/fujisannohi/
furusatofuji2013.html）をご覧
になるか問い合わせを。
■問静岡県文化・観光部交流政策課
（ ☎ 静 岡 054・221・3375、 ■Ｆ
054・221・2980）

ベビーレッスン

▽とき　10月 20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
※駐車場はヒロロ駐車場（３時間無
料）または、おおまち共同パーク（２
時間無料）をご利用ください。
■問 10 月１日～ 18日に、健康づく
り推進課（弘前市保健センター内、
☎37・3750）へ。

▽定員　１日15人程度（先着順）
▽参加料　無料
■問測定希望日の前日までに、岩木山
総合公園（☎ 83・2311、■Ｆ 83・
2635）へ。

市民会館喫茶コーナーの
営業者募集
　市では、平成 26年１月から市民
会館の喫茶コーナーで営業を行う人
を募集します。希望者は、現地説明
会にご参加ください。
　なお、現在市民会館は工事中です
ので、安全管理上、現場への出入り
は各代表者１人とします。
【現地説明会】
▽とき　９月25日（水）
　　　　午前10時～
▽集合場所　市民会館工事現場事務
所（下白銀町）１階
▽応募資格　市内に本社または事業
所を有し、平成 25年４月１日の時
点で営業していることなど
※詳しくは問い合わせを。
■問市民会館（☎32・3374）

不動産の無料相談会

　10 月の「土地月間」にちなみ、
次の日程で不動産の無料相談会を開
催します。不動産の評価価格や売買
のことなど、気軽にご相談ください。
▽とき　10 月１日（火）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室１
■問青森県不動産鑑定士協会（☎青森
017・752・0840）

法の日司法書士
無料法律相談会
　10月１日は「法の日」です。日
常生活での困り事や法律上の悩みに
ついて、次のとおり司法書士が無料
で相談に応じます。
▽とき　10月５日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）３階第１研修室
▽相談内容　多重債務、相続、登記、
成年後見、裁判所提出書類作成など
▽受け付け　当日先着順で受け付け
■問青森県司法書士会（☎青森017・

776・8398）
※ 10 月１日～４日の午後５時～
８時は、青森県司法書士会総合相
談センター（☎青森 017・752・
0440）でも無料で電話相談に応じ
ます。

公証制度について

【10 月１日〜７日は「公証週間」】
　公証人は、国の一機関で、市民の
生活や財産などの権利を守り、トラ
ブルを未然に防ぐために次の業務を
しています。
○公正証書で契約書を作り、大切な
財産を守ります
○公正証書で遺言を作り、大切な人
に遺産を譲ります
○公正証書で養育費の給付契約書を
作り、子どもの将来を守ります
○任意後見契約書を作り、老後の安
心を確保します
○定款認証で適法な会社を設立しま
す　
　手数料は法令により定められてい
ますので、安心して利用することが
できます。このほか、公証事務に関
する相談は無料で行っていますの
で、いつでも気軽にご相談ください。
■問弘前公証役場（公証人・藤部さん、
新町176の３、☎ 34・3084）

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
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　10月２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 事 務 所（ ☎ 青 森 017・752・
6755）

労働相談会

　青森県労働委員会では、個々の労
働者と事業主との間に生じた労働条
件などのトラブルを解決するため、
無料の相談会を開催します。
▽とき　① 10月１日・②２日の午
後１時半～４時
▽ところ　①アスパム（青森市安方

日商簿記３級講習会

　弘前実業高等学校商業科の日商簿
記２級取得の生徒が指導者となり、
全８回の日商簿記３級検定対策を実
施します。
▽日程と内容
○ 10 月 23 日・24 日＝第１問対
策（仕訳）
○ 10 月 29 日・31 日＝第２問・
４問対策（補助簿・勘定記入・伝票・
訂正仕訳など）
○11月５日・７日＝第３問対策（試
算表および財務諸表作成）
○ 11 月 12 日・14 日＝第５問対
策（精算表）
※時間はいずれも午後６時～８時。
▽ところ　弘前実業高等学校（中野
３丁目）3階多目的教室
▽対象　11月に日商簿記３級を受
験する人で、毎回出席でき、ある程
度３級の学習が進んでいる人＝ 30
人
▽参加料　無料
■問９月 27 日～ 10 月 16 日の午後
５時までに、電話またはＥメール（住
所・氏名・性別・電話番号・件名
「日商３級講習会申込」を記入）で、
弘前実業高等学校商業科（道川さ
ん、☎ 32・7151、■Ｅ doukawa-
miwako@m02.asn.ed.jp）へ。

カラダを知ろう！
～インボディ導入キャンペーン～
　インボディとは、世界随一の精度
を誇る体組成計です。筋肉と脂肪の
割合、筋肉のバランス、メタボ指数、
基礎代謝量など、より正確に知るこ
とができます。
　測定してあなたの体・食事を見直
してみましょう！
▽とき　９月 15日～ 30日、①午
前 10時～、②午後２時～、③午後
７時～
※火曜日の③は休み。
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）トレーニング室
▽対象　市民
※ペースメーカーを装着している
人、妊娠中の人は測定できません。

 

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
10／6 菊池医院（富田町） ☎39・1234
13 北都クリニック（相良町）☎32・1335
14 福士病院（新里） ☎27・1525
20 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
27 吉田クリニック（百石町）☎37・6300

内　科
10／6 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
13 さがらクリニック（桔

梗野１）
☎37・2070

20 今村クリニック（松原
西２）

☎88・3090

27 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
10／6 ESTクリニック（福村）☎29・5500
20 福島耳鼻咽喉科（百石町）☎32・5032

歯　科
10／6 スクエア歯科（富田３）☎39・4180
13 杉山歯科クリニック（泉

野２）
☎55・0811

14 いちむら歯科医院（取
上２）

☎31・0756

20 デンタルオフィスよし
だ（早稲田３）

☎26・2525

27 赤石歯科医院（上瓦ケ町）☎33・4181

 その他
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　なお、特別の事情がなく保険料を
納めていない場合、有効期限の短い
保険証や窓口で全額自己負担となる
資格証明書が交付されることがあり
ます。
※保険証の性別表記については、特
別な事情がある場合、裏面に表記す
ることができますので、お問い合わ
せください。
■問国保年金課国保保険料係（市役所
１階、窓口158、☎ 40・7045）

上下水道部からのお知らせ

　水道を使用している皆さんに、使
用者の変更などについてお知らせし
ます。
①使用者の変更（異動）がある場合
　死亡、転出、親から子への変更な
どの理由により、使用者が変わる場
合には、ご連絡ください。使用者が
亡くなっても、届け出がなければ、
使用者名義はそのままとなります。
これまで手続きをしかねていた人も
届け出をお願いします。
②料金の納付を口座振替にする場合
　月々の料金は、市内に本店支店が
ある銀行、信用金庫、労働金庫、信
用組合、つがる弘前農協、相馬村農
協の国内全店および津軽みらい農協
石川支店、国内のゆうちょ銀行で口
座振替ができます。毎月26日（土・
日曜日、祝日の場合は直後の平日）
が振替指定日です。申込書は、各金
融機関の窓口にありますので、お申
し込みください。
③料金の納付書（キップ）を紛失し
た場合
　ご連絡をいただければ、納付書の
再発行をします。再発行した納付書
で支払った後に、紛失していた納付
書を見つけた場合には、二重納付を
避けるため、その納付書は破棄する

ようお願いします。
■問上下水道部営業課収納係（茂森町、
☎36・8103）

自動車事故被害者の救済制度

　自動車事故で重度の後遺症が残っ
た人や、亡くなった人の家族を救済
するための制度です。
【介護料支給制度】
▽受給資格　自動車事故により、重
度の後遺障がいが残ったため、常時
または随時の介護を必要とする人
▽支給額　月額２万 9,290 円～
13万 6,880 円
※障害の程度、介護に要する費用に
応じて支給。
【交通遺児等育成資金貸付制度（無
利子貸付）】
▽貸付金額　一時金 15 万 5,000
円、月々２万円
▽要件　市町村民税が非課税または
均等割のみ課税など
▽対象　０歳～中学３年生
▽返還方法　割賦による 20年以内
の均等払い
※高校や大学へ進学する場合は、返
還の猶予があります。
■問自動車事故対策機構青森支所（☎
青森017・739・0551）

浄化槽を正しく使いましょう

　浄化槽は、微生物の働きを利用し
て汚水を浄化するもので、適正な維
持管理が必要です。そのため、法律
で次のことが義務付けられていま
す。
①定期的な保守点検
②年１回の清掃
③法定検査の受検（使用開始時と年
１回）
　法定検査は、浄化槽が適正に維持

 暮らしのinformation

【ビジネス OA 事務科】
▽とき　11 月 13 日～平成 26 年
３月 11日
▽ところ　パソコンスクール JOY
（駅前３丁目）
▽申込締め切り　10月 18日
【DTP（写真・画像加工）クリエー
ター養成科】
▽とき　12 月２日～平成 26 年５
月 30日
▽ところ　パソコンスクール IMS
弘前教室（土手町）
▽申込締め切り　11月５日
【経理事務科】
▽とき　12 月３日～平成 26 年４
月２日
▽ところ　JMTC 弘前教室（外崎
４丁目）
▽申込締め切り　10月 28日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
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＃）

原動機付自転車・小型特殊自
動車の廃車の届け出が出張所
でできるようになります
　10月１日から、原動機付自転車
と小型特殊自動車の廃車の届け出
が、東目屋・船沢・高杉・裾野・新
和・石川の各出張所でできるように
なります。
　なお、新規登録、名義変更、ナン
バープレートを紛失した場合の廃車
の届け出は、出張所ではできません。
市民税課または岩木・相馬総合支所
民生課への届け出となります。
▽受付時間　午前８時半～午後５時
※土・日曜日、祝日および年末年始
を除く。
▽届け出に必要なもの　課税標識
（ナンバープレート）、所有者の印鑑
（スタンプ印は不可）
※標識交付証明書がある場合は、届
け出の際に添付してください。なお、
出張所で廃車の届け出をする場合、
「廃車申告受付書」は郵送での交付
となり、窓口での即日交付は行いま

せん。
■問市民税課諸税係（☎35・1117）

国の教育ローン（日本政策金
融公庫の国民生活事業）
　高校・短大・大学・専修学校・各
種学校や、外国の高校・大学などに
入学・在学する子どもがいる家庭を
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 2.55％（母
子家庭の人は年2.15％）
※平成25年８月９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）

国民健康保険被保険者証が
新しくなります
　国民健康保険被保険者証が 10月
１日から更新されることに伴い、新
たな保険証を９月中旬から下旬にか
けて、被保険者個人ごとに発送しま
す。
　新しい保険証の色は「桃色」で、
有効期限は一部（途中で 75歳に到
達する人や 65歳に到達する退職者
医療制度該当者など）を除き、平成
26年９月 30日です。
　新しい保険証は、８月末現在で作
成し、９月以降の住所変更などによ
る記載内容の変更にも極力対応して
送付しますが、記載内容の変更が間
に合わない場合があります。記載内
容に間違いがある場合や保険証が届
かない場合は、国保年金課または岩
木・相馬総合支所民生課、各出張所
にご連絡ください。
　新しい保険証の裏面には臓器提供
意思表示欄が設けられています。記
入については、保険証の台紙裏面に
記載されている注意事項をご覧くだ
さい。また、保険証を入れるカード
ケースのほか、臓器提供意思表示欄
保護シールも同封しますので、ご活
用ください。

危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　11 月９日・24 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（受験資格有り）／乙
種（第１類～６類）／丙種
※乙種と丙種には受験資格はありま
せん。
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種
＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　９月 24日～ 10月３
日（インターネットによる電子申請
の場合は９月21日～ 30日）
▽願書配布先　消防本部予防課（本
町、☎ 32・5104） ／各消防署・
分署
※インターネットによる電子申請
は、消防試験研究センターホーム
ペ ー ジ（http://www.shoubo-
shiken.or.jp）からできます。
【事前講習会】
▽と き　10 月 17 日・18 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。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）
▽受講料など　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（テキストのみの販売はありませ
ん）
※講習初日に会場で徴収します。
▽申込先　消防本部予防課、各消防
署・分署
▽受付期間　９月 24 日～ 10 月
10日（予防課での受け付けは、土・
日曜日を除く午前８時半～午後５
時）
■問消防本部予防課／各消防署・分署

求職者支援訓練の受講者募集

　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。

 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

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  179,933 人　 （－20）
　 男　　  82,407 人　 （＋26）
　 女　　  97,526 人　 （－46）
・世帯数　 72,374 世帯（＋89）
平成 25年８月１日現在（推計）

有 料 広 告 有 料 広 告

 

管理され、本来の浄化機能が十分発
揮されているかを判定するもので、
青森県浄化槽検査センター（☎青森
017・726・9500）が行います。
　なお、浄化槽の使用開始時や廃止
時、また、所有者が変更になったと
きなどは、県知事（弘前環境管理事
務所〈弘前合同庁舎２階〉）への届
け出や報告が必要です。
■問弘前環境管理事務所（☎ 31・
1900）

第６回ふるさとあおもり
景観賞の応募受付中
　ふるさと青森の個性を生かした魅
力ある景観（まちなみ・活動など）
を応募してみませんか。
▽応募締め切り　平成 26 年３月
31日（必着）
※詳しくは、募集要領または県ホーム
ページ（http://www.pref.aomori.
lg.jp/life/keikan/keikanshou.
html）をご覧ください。なお、募
集要領は、市都市政策課（市役所５
階、窓口 552）に備え付けている
ほか、県ホームページからダウン
ロードできます。
■問県県土整備部都市計画課都市計
画・景観グループ（☎青森 017・
734･9681）／市都市政策課（☎
35・1134）
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■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/

▽対象
３歳児＝平成22年４月２日～23年４月１日生まれ
４歳児＝平成21年４月２日～22年４月１日生まれ
５歳児＝平成20年４月２日～21年４月１日生まれ
▽願書の交付・受付　交付＝ 10 月１日～／受付＝
11月１日～（いずれも各園で実施）
※満３歳児および保育料減免、見学など、詳しくは各
園にお問い合わせください。
弘前みなみ幼稚園（原ヶ平字山中、☎88・3733）
養生幼稚園（元長町、☎32・7507）
弘前カトリック幼稚園（百石町小路、☎33・5688）
明星幼稚園（山道町、☎32・3984）
文化幼稚園（紙漉町、☎33・8080）
弘前明の星幼稚園（紺屋町、☎32・6669）
柴田幼稚園（清原１丁目、☎32・6518）
ひばり幼稚園（大開２丁目、☎88・3611）
若草幼稚園（松森町、☎34・1320）
弘前大谷幼稚園（新寺町、☎32・3309）

▽募集人員　200 人（男女ほぼ半数ずつ、附属小学
校からの進学予定者約105人を含む）
▽資格　
①平成26年３月に小学校を卒業見込みの児童
②保護者と同居していること
③通学時間がおよそ１時間以内の市町村に住んでいる
こと（青森市からの通学は認めません。ただし、浪岡
地区は通学区として認めます）
※詳しくはお問い合わせください。
▽応募書類の交付・受付　交付＝ 11月 11 日～ 19
日／受付＝11月 15日～ 26日（郵送不可）
※時間は午前９時～正午と午後１時半～３時（土・日
曜日、祝日を除く）。
▽選考日　12月 23日
▽合格者発表　12月 26日
▽その他　現在、県の方針に合わせた学級編成の見直
しを検討しています。
▽問い合わせ先　弘前大学教育学部附属中学校（学園
町、☎32・7201）

園児などの募集
私立幼稚園

弘前大学附属中学校

▽募集人員　60人（第１回・第２回一般入試合わせて）
▽資格　平成26年３月に小学校を卒業見込みの児童
▽願書の受付　一般入試（第１回）＝ 12 月２日～
７日／一般入試（第２回）＝平成 26年１月 20日～
25日
※時間はいずれも平日は午前９時～午後４時、土曜日
は午前９時～午後１時。願書は弘前学院聖愛中学校
（原ヶ平字山元）で随時交付します。
▽選考日　12月 14日（第１回）、平成 26年２月１
日（第２回）
▽合格者発表　12月 17日（第１回）、平成 26年２
月４日（第２回）
※合否の結果は、合格発表日より３日間、ホームペー
ジにも掲載します。
▽学校説明会　11 月 16 日（土）の午前 10 時～、
弘前学院聖愛中学校
▽問い合わせ先　弘前学院聖愛中学校（☎ 87・
1411）

弘前学院聖愛中学校

平成 26 年度

　和徳幼稚園は、平成27年３月末で閉園予定のため、
平成26年度は５歳児のみの募集となります。
▽対象
５歳児＝平成20年４月２日～21年４月１日生まれ
▽願書の交付・受付　交付＝ 10 月１日～／受付＝
11月１日～（いずれも同園で実施）
▽保育料・入園料　保育料＝月額 5,000 円／入園料
＝3,000円（減免制度あり）
▽給食・送迎　給食およびバスなどによる送迎はあり
ません。弁当の持参と保護者による送迎が必要です。
▽その他　ことばなどの発達に心配のある場合は、「こ
とばの教室」（土手町）と連携しながら計画的に指導
します。また、通級指導を受けることもできます。
※保育料減免や見学など、詳しくはお問い合わせくだ
さい。
▽問い合わせ先　和徳幼稚園（野田１丁目、☎ 32・
7557）

市立和徳幼稚園


