
1

ｈｉｒｏｓａｋｉｈｉｒｏｓａｋｉ
「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき

1ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１４.４.１５

2014
 

お知らせ版
No.196
4／15

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

2014津軽三味線
世界大会

5月3日・4日、開場＝午前9
時／市民会館（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　津軽三味線世界大会実行委
員会事務局（小島さん、☎携帯
070・5322・3341、または
携帯070・5322・3342）

2014津軽五大民謡
全国大会

5月5日、開演＝午前10時／
市民会館（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）

弘前弘前
さくらまつりさくらまつり

会期：４月23日～５月６日会期：４月23日～５月６日（午後10時まで夜間照明を点灯）（午後10時まで夜間照明を点灯）

■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。

　弘前城本丸石垣修理事業に伴う天守曳屋（ひきや）
工事（平成27年度実施）に備え、今年の秋には天守
台下の内濠の埋め立てに入ります。そのため、水面に
映る天守と桜とは、今年の春でしばらくお別れです。
　４月23日からは、いよいよさくらまつりが始まり
ます。慣れ親しんだお城と桜の情景を目に焼き付ける
ためにも、この機会に弘前公園に出かけてみませんか。
　なお、曳屋した天守を元の位置に戻すまでには５年
以上、石垣修理工事には約 10年間を要すると見込ま
れています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
▽問い合わせ先　公園緑地課弘前城整備活用推進室
（下白銀町、緑の相談所内、☎33・8739）
※弘前城本丸石垣修理事業については、ホームページ
（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kanko/
shisetsu/park/ishigaki.html）をご覧ください。

 　　内濠埋め立て前の
　　
最後のさくらまつりです !!
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期間中の臨時駐車場期間中の臨時駐車場期間中の臨時駐車場 ＝有　料
＝無　料
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　　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　観光政策課（☎35・1128）

　　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、郊外に臨時無料駐車場を設置
し、土手町までの無料シャトルバスを運行します。ま
た、弘南鉄道大鰐線利用者は、弘前公園有料区域と藤
田記念庭園の入園料が無料になりますので、こちらも
ぜひご利用ください。
【臨時駐車場】
▽実施期間　４月26日～５月６日
▽利用料　無料
▽臨時駐車場（収容台数）　①堀越雪置き場（500台）、
②弘果弘前中央青果（400台）、③さくら野百貨店弘
前店（200台）、④土手町分庁舎（75台）、⑤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）
▽利用可能時間　①②④…午前９時～午後６時（④は
４月 28日、30日、５月１日、２日の平日の利用は
不可）／③…午前９時～午後８時／⑤…午前６時～午
後10時半
【シャトルバス】
▽運行日　４月26日～５月６日
▽乗車料　無料
▽運行区間　堀越雪置き場～弘果弘前中央青果～さく
ら野百貨店弘前店～土手町（南瓦ヶ町バス停）
▽運行時間
○行き：堀越発…午前 10時以降 30分おき→午後３

時最終
○帰り：土手町発…午前 11時以降 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19日～５月 11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）、弘
前城植物園、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。
■問い合わせ先　都市政策課（☎35・1134）

弘前さくらまつり
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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）

◎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）310円（250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）。
※５月６日は午前９時から午後５時まで有料。
◆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）310円（250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）510円（460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）  …2,050円 子供（小・中学生）…610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）  …1,020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。

さくらまつりが
はじまるよ～
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御所温泉入場者　10万人達成！

たか丸くんと記念撮影する岩山千鶴子さん（写真
右）。左は夫の武造さん

ＮＥＷＳ

　御所温泉の入場者数が、３月３日に10万人を達成
し、10万人目の入場者となった岩山千鶴子さん（宮園）
に、たか丸くんから記念品が贈呈されました。
　リニューアルオープンしてから約１年での達成に、
市民の皆さんのご利用を心より感謝します。３月末に
は、駐車場を大幅に拡張しましたので、より一層のご
利用をお待ちしています。
▽問い合わせ先　御所温泉（☎84・2114）

平成25年度版　弘前市水道事業基本計画
（水道ビジョン）

お客様が満足する快適な給水サービスと
安定した水道事業を目指して

　市では、安全な水道水を安心してご利用いただくた
めの「平成25年度版弘前市水道事業基本計画（水道
ビジョン）」を策定しました。
　水道ビジョンは、平成20年３月に策定してから５
年が経過し、その間、水需要の動向や社会・経済情勢
など、水道事業を取り巻く環境が大きく変化してきま
した。
　このような環境変化に対応するため、水道ビジョン
のフォローアップ（見直し）を行いました。

【水道ビジョンに掲げた目標と主な事業計画】
　平成25年度版水道ビジョンでは、必要な水量の確
保や水質検査体制の強化による「安心・快適な給水の
確保」、老朽化した施設・管路の更新や耐震化を計画
的に行う「災害に強い水道施設の構築」、少子高齢化
などに伴う水需要減少に併せた施設のダウンサイジン
グや経営の改善によるコスト縮減と官民連携・組織体
制の強化を盛り込んだ「水道の運営基盤の強化」、広聴・
広報体制の充実による「お客様サービスの向上」など
に重点を置いています。
▽問い合わせ先　上下水道部総務課（☎36・8100）

 
目標１　安心・快適な給水の確保

　現在の良好な水源の維持に向けた水源対策か
ら、蛇口までの総合的な水質管理体制の充実を図
ります。

■事業計画
○河川・湧水等の水量の確保および水質保全対策
○浄水処理機能の強化
○水質監視システムの充実
○水質検査体制の強化
○水質事故等の危機管理体制の強化

 
目標２　災害に強い水道施設の構築

　老朽化した施設・管路の更新や耐震化を行うほ
か、水運用機能や応急給水、応急復旧対策などの
強化を図り、災害に強い水道施設の構築に取り組
みます。

■事業計画
○浄水場等基幹施設の更新
○老朽化施設・管路の更新と耐震化
○水運用機能の強化
○応急給水・応急復旧対策の強化
○水道の未加入・未普及地域の解消と検討

 
目標３　水道の運営基盤の強化

　事業運営の効率化や広域化、施設の合理化、民
間への包括的管理運営委託など、健全な経営に向
けた取り組みを進めるとともに、部門別の専門職
員の育成や適正配置など、組織体制の適正化を図
ります。

■事業計画
○事業運営の効率化
○施設の合理化による管理・運用コストの縮減
○民間委託の導入および組織体制の強化
○広域化の検討
○施設情報の電子化による効率的な運営管理
○技術の継承及び人材育成の充実

 
目標４　お客様サービスの向上

　ＰＲ活動や広聴・広報体制を充実し、情報交換
や情報発信を通じてお客様との情報共有を図ると
ともに、窓口業務時間の拡大や給水施設の適正利
用を推進し、お客様の満足度を高めます。

■事業計画
○情報共有を図るためのPR活動や広聴・広報体
制の充実
○お客様サービスの充実
○給水施設の適正利用

 
目標５　環境にやさしい水道の構築

　省エネルギーや再生可能エネルギーを導入する
とともに、更なる廃棄物の排出抑制と有効利用に
取り組みます。

■事業計画
○省エネルギー・再生可能エネルギーの導入
○廃棄物の排出抑制と有効利用の推進
○環境マネジメントシステムによる環境負荷軽減
の促進

平成 25年度版水道ビジョンは、
上下水道部ホームページに全文
掲載しています。

 

公衆無線 LAN（Hirosaki City Free Wi-Fi）
接続後のポータル
サイトをリニューアル
　市では、公衆無線ＬＡＮに接続後に表示されるサイ
トを観光客や市民の皆さんに、さまざまな情報を提供
するため、４月23日（水）にリニューアルし公開し
ます。
　今回のリニューアルは、市の魅力や観光情報を発信
している「弘前感交劇場ポータルサイト」に加え、市
シティプロモーション facebook の日本語版および
韓国語版、市の緊急・災害情報などが簡単に閲覧でき
るようサイトをリニューアルし、当市を訪れる観光客
の情報入手の利便性向上を図ります。
▽利用可能なエリア及び施設…弘前公園周辺は下図の
とおり。観光案内所（弘前駅）、百石町展示館、まち
なか情報センター、りんご公園でもご利用できます。
▽利用料金…無料
▽利用時間…さくらまつり期間中の弘前公園内は午前
７時から午後９時までです。その他の施設は、市ホー
ムページをご覧ください。
▽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スマートフォンなどの「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。
※さくらまつり期間中は、利便性向上試験を実施して
いるため、パスワードの入力は不要です。
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
　さくらまつり期間中は利便性向上のため、無線区間
（端末からアクセスポイントまでの区間）の暗号化を
行っておりませんので、その旨をご理解の上、利用者
の責任において当サービスをご利用ください。なお、

←
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
サ
イ
ト
の
イ
メ
ー
ジ

有害なサイトの閲覧を規制する「フィルタリング」を
実施し、青少年の健全育成に配慮しています。
※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）

…利用可能エリア

弘前公園周辺拡大図

…利用可能施設
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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
　青森県は、全国と比べて一般廃棄物の排出量が
多く、リサイクル率が低迷しています。特に事業
系ごみの排出量が多く、その中でも古紙のリサイ
クルが進んでいないことが課題となっています。
このため、県では事業所やオフィスから排出され
る古紙のリサイクルを促進するため「オフィス町
内会」のネットワークづくりを進めています。

環境ニュース環境ニュース環境ニュース
▽問い合わせ先　環境管理課資源循環係（☎35・1130）

　古紙類を可燃ごみとして処理する場合、通常は
有料で処理することとなりますが、オフィス町内
会では回収業者が定期的に会員の事業者に出向
き、古紙を無料で回収します。その経費削減やリ
サイクルに積極的に取り組む姿勢が、企業のイ
メージアップにもつながることとなります。
　また、紙ごみの減量化・リサイクルによる省資
源・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。
　事業所・オフィス・ビルオーナーの皆さんも、
環境負荷の少ない事業活動の一つとして「弘前地
区オフィス町内会」に参加し、一緒に古紙の減量
化・リサイクルに取り組みましょう。

弘前市健康増進計画　健康ひろさき21（第２次）
（案）へのパブリックコメントを実施します

　市では、健康増進政策を総合的に推進するため、具
体的な事業などを展開していくための指針として、「弘
前市健康増進計画　健康ひろさき 21（第２次）」の
策定を行っています。
　このたび、計画案がまとまりましたので、市民の皆
さんから意見や提案を募集するため、パブリックコメ
ント（意見公募手続き）を実施します。
▽募集期間　４月15日～５月 14日（必着）
▽計画（案）の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧
　健康づくり推進課（野田２丁目、弘前市保健センター
内）、市役所総合案内（市役所１階）、岩木総合支所
総務課（賀田１丁目）、相馬総合支所民生課（五所字
野沢）、市民課駅前分室（駅前町、ヒロロ３階）、市民
課城東分室（末広４丁目、総合学習センター内）、各
出張所
▽対象
①市内に住所を有する人
②市内に事務所等を有する人または団体など
③市内に勤務する人
④市内の学校に在学する人
⑤本市に対して納税義務を有する人、または寄付を行
う人

⑥本計画（案）に利害関係を有する人
▽提出方法　指定の様式または任意の様式に、住所、
氏名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、在
住・在学の別（任意様式の場合は対象①～⑥のいずれ
か）、件名（任意様式のみ、「弘前市健康増進計画　健
康ひろさき21（第２次）への意見」など）を記入し、
次のいずれかの方法で提出を。
①郵送…〒036・8711、野田２丁目７の１、健康づ
くり推進課あて
②健康づくり推進課へ直接持参
③ファクス…37・7749
④Ｅメール…kenkou@city.hirosaki.lg.jp
⑤「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総合案
内、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、市民
課駅前分室・城東分室、各出張所に設置
※記入漏れがある場合は意見として受け付けませんの
で、ご注意ください。また、電話など口頭では受け付
けません。
▽意見の公表など　寄せられた意見などは、計画策定
の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所を除き、
対応状況を市ホームページで公表します。なお、個別
回答はしませんので、ご了承ください。
▽問い合わせ先　健康づくり推進課（☎37・3750）

市民の皆さんか
ら意見や提案を
募集します

市民の皆さんから
公募します

　市では、高齢者福祉計画・介護保険事業計画を、本
年度策定することとしています。
　計画策定に当たり、福祉施策・介護保険事業の運営
や保険料などについて審議する、保健医療関係者など
で構成する「弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計
画審議会」を設置します。
　今回、この審議会の委員を広く募集しますので、高
齢者福祉・介護保険事業について関心のある人は、奮っ
てご応募ください。
▽応募資格　市内に在住する満40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　３人程度
▽応募期限　５月14日（必着）
▽委員の任期・会議の開催　任期は委嘱の日から計画
策定年度の末日まで。会議は年３回程度で、平日の日
中に開催予定
▽謝礼など　１回の開催につき、謝礼１万円と交通費

（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
②「弘前市の高齢者福祉と介護保険について」をテー
マとした作文（600字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市のホー
ムページに掲載しているほか、介護福祉課（市役所２
階）で配布しています。なお、応募用紙は返却しませ
んので、あらかじめご了承ください。
▽選考方法　応募書類を審査の上、選考します。
▽発表　結果は応募者全員に書面で通知するほか、選
任された人を市のホームページで発表します。
▽問い合わせ・提出先　介護福祉課（〒 036 ・
8551、上白銀町１の１、☎ 40・7099、Ｅメール
kaigo@city.hirosaki.lg.jp）

弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画審議会
の委員募集

 

洪水時のダムの役割について

 
　ただし、異常な量の大雨により計画よりも大きい
量の水が流れ込み、ダムにためきれなくなった場合
は、ダムに入ってくる水と同じ量の水が下流に流れ
ますので、関係機関の情報に注意してください。

ダムは、例えて言うなら「コーヒードリッパー」です

給湯中 ドリップ中

①

③

②

洪水時 洪水が去った後

 

 注がれるお湯の大部分が注がれるお湯の大部分が
たまるので水位が上昇たまるので水位が上昇

たまったコーヒーが滴たまったコーヒーが滴
り、徐々に水位が低下り、徐々に水位が低下

ダムに置き換えると

洪水の一部をダムにた
め込み、下流に流れる
水量を低減させます。

ダムにため込んだ水を
一定の水量で下流に流し
て、次の洪水に備えます。

　これからの季節は、雪解けによる洪水や大雨、台風
などによる洪水が発生する季節となります。洪水のと
きにダムではどのように水をためて、ためた水を流す
のか、国土交通省、東北地方整備局、浅瀬石川ダム管
理所からお知らせします。

※浅瀬石川ダム管理所ホームページ（http://www.
thr.mlit.go.jp/aseishi/）から浅瀬石川ダムの状況
が確認できます。
▽問い合わせ先　浅瀬石川ダム管理所（☎ 54・
8782）

①「ダムに入ってくる水」
　　→「コーヒードリッパーに注がれるお湯」
②「ダム（貯水池）」
　　→「コーヒードリッパー」
③「ダムから流れる水」
　　→「コーヒードリッパーから滴るコーヒー」
の関係にあります。

　洪水のときは、ダムに入ってくる水量の大部分を
ダムにため込みながら、一部をダムから流します（給
湯中の状態です。給湯後も、コーヒードリッパーに
残ったお湯はコーヒーとなり滴ります）。

　洪水が終わり、ダム下流の河川の水位が下がって
からは、下流河川に影響を及ぼさない程度の水量の
水をダムから流して、次の洪水のときに水をため込
むことができるようにダムの水位を下げる操作を実
施します。
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こどもの読書週間2014
「いつもいっしょ、

　 
本といっしょ。」イベント

▽とき　４月23日～５月 12日
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）閲覧室
▽内容　
○えほんのすきなこ大集合！…絵本
の紹介
○ミリオンセラー絵本の紹介…
1970 年代～ 1980 年代に出版さ
れた売上 100 万部を超える絵本の
展示・貸し出し
○『そらまめくんのベッド』で記念
撮影（撮影機器は各自で用意を）
【えほんのもりのおはなしかい

（春スペシャル）】
▽とき　４月 27 日、午前の部＝
10時半～ 11 時、午後の部＝２時
～２時半
▽ところ　こども絵本の森おはなし
コーナー
▽演目　そらまめくんのベッド（大
型絵本）、カラーパネルシアターは
るのうたなど
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問こども絵本の森（☎35・0155）

若年認知症の人と家族の
つどい
▽とき　４月27日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽対象　若年認知症の人とその家族
※医療・介護などの専門職の人は事
前にご相談ください。
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問認知症の人と家族の会青森県支部
弘前地域世話人・東谷さん（サンアッ
プルホーム内、☎ 97・2111、■ＦＦ

97・2112）

津軽三味線ミニライブ2014

　岩木山麓の自然を背景に奏でる津
軽三味線の音色を楽しんでみません
か。
▽期間　４月 29 日～ 10 月 26 日
の毎週日曜日、祝日
▽時間・場所　①午前 11時半～＝
農産物直売施設・野市里（宮地字川
添）／②午後０時半～＝岩木山神社
（百沢字寺沢）／③午後１時半～＝
嶽温泉広場（常盤野字湯の沢）／④
午後２時半～＝岩木観光物産案内所
（百沢字裾野）
※昨年と演奏時間が変更になりまし
た。なお、演奏時間は各場所約 30
分です。
▽料金　無料
■問問岩木山観光協会（☎ 83・3000、
午前９時～午後５時）

天文台観察会
☆見あげてごらん天体ショー☆
▽日程と内容　①４月29日（火・祝）、
午前 10時～午後１時＝「見つけよ
う昼間の金星」／②５月６日（火・
振休）、午後８時～ 10 時＝「アッ
流れ星。みずがめ座エータ流星群」
※いずれも悪天時は中止。
▽ところ　星と森のロマントピア天
文台（水木在家字桜井）
▽参加料　無料（事前の申し込みは
不要）
※天文台解説員が案内します。
■問問星と森のロマントピア天文台（☎
84・2233、月・木曜日は休館）

こぎんフェス2014

　津軽地方に古くから伝わる「こぎ
ん」を全国に発信するとともに、そ
の新たな姿を模索しながら一人でも
多くのこぎんファンを作ることを目
的に開催します。
▽日程と内容
○特別「こぎん」記念シンポジウム
＝４月 29 日（火・祝）、午後３時
～４時半
○こぎんフェス＝５月１日～５日、

午前 10時～午後８時（最終日は午
後６時まで）…こぎんワークショッ
プ、こぎん展示・販売会
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽入場料　無料
■問問こぎんフェス実行委員会（☎
32・6046、32・2727）

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（月・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
■問問防災安全課（☎40・7117）

「地質の日」in弘前2014

　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 10 日（土）、①午前
の部＝ 10時～午後０時半、②午後
の部＝１時半～３時
▽ところ　弘前大学理工学部１号館
（文京町）
▽内容　①恐竜のペーパークラフト
作成／②講演「場所によって異なる
地震のゆれ」「南極の氷から見える
地球環境」「津軽半島の生い立ちと
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断層」
▽対象　①＝小・中学生（小学校低
学年は保護者同伴）／②＝高校生以
上
▽参加料　無料
▽申し込み方法　①は氏名・電話番
号を記入し、５月８日までに、ファ
クスかＥメールで申し込みを（先着
順）。②は申し込み不要。
■問問弘前大学理工学部地球環境学科
（根本さん、☎兼■ＦＦ 39・3618、■ＥＥ
nemoto@cc.hirosaki-u.ac.jp）

世界一の桜並木道を歩いて
みませんか
　岩木青少年スポーツセンターで
は、世界一長い桜並木道でのウォー
キングを実施します。
▽とき　５月11日（日）、午前10
時・10時半スタート（受け付けは
30分前から）
▽種目　①ノルディック・ウォーク
／②ウォーキング
▽コース・参加料　約７㎞コース＝
500 円／約 18㎞コース＝ 1,000
円
※事前の申し込みが必要。
▽その他　ノルディック・ウォーク
で使用するポールは貸し出しします
（無料・先着50人）。
■問問岩木青少年スポーツセンター（☎
83・2338、■ＦＦ 83・2732）

伝統文化こどもいけばな教室

▽とき　６月～平成 27年１月の毎
月第２土曜日、午前 10時半～ 11
時 40分（全８回）
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽対象　小・中学生
▽参加料　毎回 500 円（花材費と

して）
■問問４月 30日までに、電話かファク
ス（住所・氏名・学年・電話番号・
保護者氏名を記入）で、華道家元池
坊弘前支部こどもいけばな教室（☎
兼■ＦＦ 33・3919）へ。

少年少女陸上競技教室・弘前
アスリートクラブ会員募集
【少年少女陸上競技教室】
▽とき　４月 12 日・19 日、５月
３日・17 日・31 日、６月７日・
21 日、７月 12 日・19 日、８月
30日、９月６日の午後１時半～３
時半（雨天時は中止）
※５回以上の参加者には、修了証を
授与します。
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
陸上競技場
▽内容　短・長距離走、走り幅跳び、
ハードル走など
▽対象　市内の小学生
▽参加料　無料（スポーツ安全保険
は主催者が負担します）
▽持ち物　シューズ、タオル、飲み
物
▽申し込み　毎回会場で随時受け付
け
【弘前アスリートクラブ会員募集】
▽活動日　４月～ 11 月の土曜日
（不定期）、午後１時半～
▽ところ　運動公園陸上競技場
▽内容　陸上競技の基礎全般
▽対象　市および市周辺に在住する
小学生
▽会費　無料（保険料として別途
1,500円必要）
※入会は随時受け付けます。
■問問弘前市陸上競技協会（普及部長・
三上さん、☎31・2345）

ちびっこラグビー教室

▽とき　４月 20日～平成 27年２
月 15日までの毎週日曜日、午前９
時半～正午
▽ところ　城東公園多目的広場（末
広４丁目、総合学習センター隣）ほ
か
▽対象　幼児～中学校３年生
▽参加料　月額 1,000 円（スポー

ツ安全保険料を含む）
■問問弘前ラグビースクール事務局（菊
池さん、☎37・2666、■ＨＨ http://
hirosakirugbyschool.web.fc2.
com/school.html）

弘前あすなろジュニア
ソフトテニス教室
▽とき　前期＝４月 25日～ 10月
（40回予定）、後期＝未定
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
テニスコートほか
▽対象　５歳～中学生
▽参加料　6,000 円（前期のみ）
▽持ち物　ラケット（貸し出し用あ
り）、テニスシューズ（靴底が平ら
なもの）
■問問弘前あすなろジュニアソフトテ
ニスクラブ（阿部さん、☎ 34・
4451、清野さん、☎36・6969）

スポネット弘前の教室

【キッズスポーツひろばwith】
　みんなで気軽に楽しめるレクリ
エーション・スポーツで、体力づく
り、仲間づくりをしましょう。
▽とき　毎週土曜日の午前 10時～
正午
▽ところ　第１・３土曜日＝南富田
町体育センター／第２・４土曜日＝
朝陽小学校 (在府町 )体育館
※場所は変更になる場合があります
ので、事前に確認を。
▽対象　主に小学生
【みんなのバレーボール】
　みんなで楽しくバレーボールをし
ませんか。初心者も歓迎します。
▽とき　毎週土曜日の午後７時～９
時
▽ところ　南中学校（原ケ平字山中）
体育館
▽対象　中学生以上の市民
～共通事項～
▽参加料　１回200円（当日徴収。
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〉）

 教室・講座
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の場合は抽選で決定。
■問問温水プール石川（☎49・7081）

初心者硬式テニス教室

　テニスに興味のある人や始めよう
と思っている人など、ぜひご参加く
ださい。
▽とき　５月２日～６月 20日の毎
週金曜日、午後７時半～９時
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
▽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
（☎ 55・5143、■ＨＨ http://www.
libero-sc.com）へ。

サンライフ弘前
「初心者太極拳気功法教室」
▽とき　①昼の部＝５月 13 日・
20日、午後１時半～３時半／②夜
の部＝５月 14 日・21 日、午後６
時半～８時半
▽ところ　サンライフ弘前（豊田１
丁目）
▽内容　太極拳の初歩的な実技と解
説
▽講師　鹿内武次さん
▽参加料　①②ともに 100 円（保
険料として）
▽持ち物　運動のできる服装（内履
きは不要）
■問問４月 18日から、直接来所か電話
でサンライフ弘前（☎ 27・2811）
へ。

バドミントン教室

【初心者向け】
▽とき　５月 13日～６月 17日の
毎週火曜日、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 13日～６月 17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、ダブルスローテーション
▽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、室内用
シューズ、汗ふきタオル
■問問岩木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
　学ぶ市民のための講座です。
【はじめてのパソコン講座】
▽とき　５月８日・15 日・22 日
の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽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 20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）。
【ボランティアサポートスタッフ募
集】
　市民ボランティアによるパソコン
講座（ウィンドウズ、エクセル、ワー
ドなど）を手伝ってくれるボラン
ティアスタッフを募集します。パソ
コン（ソフト）に関する知識があれ
ば、年齢・経験は問いません。興味
のある人は気軽に問い合わせを。
■問問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

体 操 教 室

【幼児体操教室】
▽とき　５月 13日～７月１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

弘前文学学校15期生募集

　弘前文学学校では、幅広い年齢層
の人やさまざまな職業の人が集い、
文章の書き方を学んでいます。
　講義を受けるだけの人、投稿に挑
戦したい人、出版を考えている人な
ど、学ぶ喜びにチャレンジしてみま
せんか。
▽とき　４月 27日～平成 27年３
月 22日の毎月第２～４日曜日、午
前10時半～午後０時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽テーマ　「豊かな人間性と高い志
を備えた人間育成」
▽受講料　２万円
■問問弘前文学学校事務局（渋谷さん、
☎88・2427）
※あおもり県民カレッジ認定校で
す。

東北女子大学公開講座

▽とき　４月29日（火・祝）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「型紙ソフト　ＣＡＤ・Ｃ
Ｇ・ミシンにチャレンジ～簡単にで
きるパンツ～」
▽対象　中学生以上＝５人（応募多
数の場合は抽選で決定）
▽受講料　500円
■問問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289）

初心者水泳教室

▽とき　５月９日～６月 13日の毎
週金曜日、午後１時～２時
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　水慣れから簡単な水中体
操、泳げるようになるまで
▽対象　泳げない市民＝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
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※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　５月 13日～７月１日の毎
週火曜日、午後４時～５時
▽対象　小学校１・２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　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・希
望教室名を記入し、４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。
■問問市民体育館（☎36・2515）

ベテランズセミナー

▽とき　５月15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
▽テーマ　郷土学習講座②「津軽塗
をくらしの中で上手に使いましょ
う」
▽内容　手入れのしかた／製品の選
び方／優れた日用品としての津軽塗
など
▽講師　岩谷武治さん（津軽塗伝統
工芸士会顧問）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝50人程度
▽受講料　無料
■問問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■ＦＦ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

水泳教室（背泳）

▽とき　５月 12日～ 28日の毎週
月・水曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　基本的な背泳練習
▽対象　クロールで 25ｍ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、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。
■問問温水プール石川（☎49・7081）

ゆる筋トレ＆ストレッチ体操

▽とき　５月 15日～６月５日の毎
週木曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）健康ルーム
▽内容　タオル、ミニバランスボー
ルを使いながらの簡単ストレッチ体
操
▽対象　市民＝10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、タオル、
飲み物、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、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。
■問問温水プール石川（☎49・7081）

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　５月 15日～６月 19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　ゴルフ未経験の市民＝ 15
人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、運動靴、
飲み物
▽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、５月 10 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。
■問問市民体育館（☎36・2515）

助 産 師 募 集

　市では、妊産婦・新生児の訪問指
導に従事する助産師を募集します。
▽募集人員　２人
▽応募資格　助産師の資格を有し、
臨床経験がある人で、自動車運転免
許を有する人
▽勤務期間　５月１日～
▽勤務日数　おおむね５日～ 15日
／月
※申し込み方法など、詳細は問い合
わせを。
■問問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

人口移動理由の調査にご協力を

　市では、当市における住民の地域
移動の実態を把握し、住民の定住に
向けた政策、人口減少社会に伴う人
口対策などの課題を検討することを
目的として、３月 17日より、既存
の人口移動統計調査・人口動態調査
を拡充して実施しています。
　なお、調査は市民課窓口において
異動届等の手続きの際、移動理由な
どをアンケート形式で聞き取り調査
を行う方法で実施しますので、市民
の皆さんのご理解・ご協力をお願い
します。
■問問行政経営課（☎40・7016）

弘前観光ボランティア
ガイドの会　会員募集
　弘前観光ボランティアガイドの会
では、ボランティアガイド活動に協
力いただける人を募集しています。
　皆さんのおもてなしの心が弘前の
観光資源です。多数の応募をお待ち
しています。
▽応募資格　「津軽ひろさき検定」
初級試験に合格していること／弘前
市が大好きなこと
■問問弘前観光コンベンション協会（☎
35・3131）

 その他
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▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
■問問消費者信用生活協同組合青森相
談 事 務 所（ ☎ 青 森 017・752・
6755）

「第15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29日（日）
　　　午前９時 50分～午後３時半
▽ところ　土手町通り
■問問申込書に必要事項を記入し、４月
25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、■ＦＦ 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。

2014年
岩木山フォトコンテスト
　岩木山をいつも眺め、岩木山をこ
よなく愛する人たちのフォトコンテ
ストです。
　自分だけの「岩木山」を撮って気
軽に応募してください。
▽テーマ　作品の中に岩木山が入っ
ていることが条件
▽応募資格　プロ・アマ・国籍を問
いません。
▽応募規定　①サイズ＝ワイド四つ
切り（四つ切り可）かＡ４判のカラー
プリント　②自作、未発表作品で１
人２点まで　③写真のタイトル・撮
影日・撮影場所・住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・職業を記入した紙
を写真の裏面にはること
▽賞　グランプリ１作品、特選２作
品、陸奥新報社賞１作品、特別賞２
作品、入選８作品、佳作 10 作品、
市民選賞多数に賞状と副賞を贈呈
▽応募期限　９月１日（月）必着
▽審査方法　岩木山観光協会が審査
▽発表　９月 20 日～ 10 月 13 日
（予定）に、農産物直売施設・野市
里（宮地字川添）で全作品を展示
※展示前に入賞者に通知するととも
に新聞（陸奥新報）で発表します。
▽その他
○作品は岩木山のＰＲ活動、カレン

ひろさき　
多子家族応援パスポート
　市では、多子家族の子育てを応援
するため、市の公共施設の使用料な
どが無料になるパスポートを発行し
ています。
　さくらまつり期間中の弘前公園有
料区域の入場も無料となりますの
で、早めに申請してください。
※対象施設など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
▽対象　平成８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
■問問子育て支援課子育て戦略担当（☎
40・7038）

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　５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）
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ダー・パンフレットなどの印刷物に
使用するほか、岩木山観光協会の
ホームページに掲載。
○作品の版権は岩木山観光協会に帰
属します。
○応募作品は返却しません。
▽応募先　郵送・宅配便または持参
で、岩木山観光協会「フォトコン
テスト」係（〒 036・1343、百
沢字裾野 124、☎ 83・3000、■ＦＦ
83・3001、■ＥＥ 1625@iwakisan.
com）へ。

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「尺八
グループひびき」と「書道愛好会」
の会員を募集しています。初心者・
経験者は問いません。まずは見学に
おいでください。
【尺八グループひびき】
▽活動日　毎週水曜日の午後６時半
～９時
▽ところ　弘前文化センター２階第
１・第２和室
▽内容　初心者は「さくら」「荒城
の月」が吹けるよう練習します。
▽募集人員　５人程度
▽会費　月額500円
※尺八を持っていない人には、けい
こ用を貸し出しします。
【書道愛好会】
▽活動日　第２・４水曜日の午前
10時～正午
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　漢字・かなの基礎的な練習
／年１回の作品展（好きな言葉や詩
語などを自由に表現）
▽講師　肥後黄娥さん
▽募集人員　若干名
▽会費　月額 3,700 円（テキスト
代含む）
■問問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■ＦＦ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

「ピュアフレンズ」
ボランティア募集
　知的障がいのある在宅者（おおむ
ね 18歳以上の人）の生涯学習を支
援するピュアフレンズ事業のボラン
ティアを募集します。

▽日程　５月 11日、６月８日、７
月６日、９月７日、10月５日、11
月 16 日、12 月 14 日、 平 成 27
年２月８日の午前９時半～午後２時
50分
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　全体学習・買い物学習・ク
ラブ活動などの学習支援
■問問ボランティアサークル「虹の会」
（安田さん…☎兼■ＦＦ 87・2873、対
馬さん…☎兼■ＦＦ 32・4759）／中
央公民館（☎ 33・6561、■ＦＦ 33・
4490）

キッズ☆ワールドⅫ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７日、７月 12 日、
８月 30日、10月 11日、11月１
日・29日、平成 27年１月 17日、
２月 21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　アイスブレーキング、ウ
オークラリー、バス遠足、ワールド
カップ（運動会）、科学実験、クッ
キングパーティー、雪遊び、お楽し
み会など（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、５月９
日（必着）までに、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で決定し、
全員に結果をお知らせします。
■問問中央公民館「キッズワールド」係
（〒036・8356、下白銀町19 の４、
☎ 33・6561、 ■ＦＦ 33・4490、
■ＥＥ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

計量器（はかり）の定期検査
２年に１回忘れずに
　食料品店や精米所、薬局などにあ
り、取引や証明に使用する計量器（は
かり）は、計量法により定期検査

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。
▽検査対象計量器例　観光農園や通
販サイトなどにおいて農産物の料金
算定や内容量表記に使用する計量
器、貴金属の買い取り査定に使用す
る計量器など
▽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）
■問問商工政策課就労支援係（☎ 35・
1135）

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。
【広告デザインクリエイター科】
▽とき　６月９日～10月８日
▽ところ　パソコンスクールＩＭＳ
弘前教室（土手町）
▽申し込み締切　５月15日
【介護職員初任者研修科】
▽とき　６月11日～ 11月 10日
▽ところ　ニチイ学館弘前教室（表
町）
▽申し込み締切　５月13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の提出を。
■問問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

　市民の皆さんのご意見・ご提案を
市政に反映させる広聴事業の一環
として「平成 26年度市長車座ミー
ティング」を開催します。
　市民がさまざまなテーマで、市長
とざっくばらんに話ができる絶好の
機会です。奮って申し込みを。
▽とき　第２回＝６月 10日（火）、
午後２時～３時
▽対象　市内に在住、在勤または在
学するおおむね５人～ 15人で構成
された団体（営利目的、宗教・思想・
政治活動などの目的で開催しようと

する団体は除く）
▽申し込み方法　開催希望申込書
に、テーマや開催場所など所定の事
項を記入の上、５月９日までに広
聴広報課（市役所３階、窓口 308）
へ持参するか、郵送またはファクス
で申し込んでください。
※開催希望申込書は、同課に備え付
けてあるほか、市ホームページから
もダウンロードできます。
▽その他
○申込団体が複数の場合は、抽選に
より決定します。

○会場の準備および費用負担は開催
団体が行ってください。
○開催結果は、写真を添えて市ホー
ムページで概要を公表するほか、
ミーティングの様子をインターネッ
ト上で動画配信します。
※今後実施予定のミーティングは、
平日夜間・休日の実施が可能な場合
もありますので、実施を希望する団
体はご連絡ください。
■問問 広 聴 広 報 課 広 聴 広 報 担 当
（〒036・8551、上白銀町１の１、
☎35・1194、■ＦＦ 35・0080）

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・人口　  179,248 人　 （－167）
　 男　　  82,092 人　 （－ 86）
　 女　　  97,156 人　 （－ 81）
・世帯数　 72,490 世帯（－ 59）
平成 26年３月１日現在（推計）

◎昨年度開催したミーティングでは、制作した工芸品やクラフトなどを発表する
場所づくりに関することや、保育所と小学校の情報交換の場の設定に関すること、
農繁期における作業員の確保に関することなど、さまざまなテーマで話し合われ
ました。参加者からは、「市長と気軽に話せて良かった」などと好評を得ています。

市長車座
ミーティング

市長と気軽に話しませんか
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http://tsugarukoiki.jp/）

県税のコンビニ納税と
口座振替制度
　自動車税・不動産取得税・個人事
業税はコンビニエンスストアで納付
できますので、ぜひご利用ください。
また、便利で安全・確実な口座振替
も利用できます。口座振替できる県
税は次のとおりです。
○個人事業税…定期賦課分
○法人県民・事業税（地方法人特別
税を含む）…中間・確定申告分
○自動車税…６月納期分（４月 30
日までに金融機関で申し込みが必
要）
○軽油引取税
　詳しくは、県税・市町村税イン
フォメーション（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.
html）をご覧になるか、お問い合
わせください。
■問問中南地域県民局県税部納税管理課
（☎32・1131、内線 279）

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！
▽とき　５月 28 日・29 日、午前
10時～午後４時（２日間の受講が
必要）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽定員　180人（先着順）
▽受講料　無料
※講習で使用するテキストは事前に
書店などで購入し、当日持参してく
ださい。
▽申し込み　５月１日～ 19 日に、
消防本部予防課（本町）か最寄りの
消防署・分署へ。
■問問消防本部予防課（☎ 32・5104、
■ＨＨ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/shobo）／最寄りの消
防機関

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 14 日・28 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　４月 24日～５月９日
（インターネットによる電子申請は
４月21日～５月６日）
※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。
▽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29日・30日（２日間）
の午前９時半～午後４時半
▽ところ　黒石消防署（黒石市追子
野木１丁目）２階大会議室
※車での来場の際は、庁舎裏の駐車
場をご利用ください。
▽対象　乙種第４類の受験者のうち
受講を希望する人
▽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＝1,500
円（いずれも講習初日に徴収）
▽受付期間　４月 24日～５月 22
日（予防課での受付は平日の午前８
時半～午後５時）
■問問消防本部予防課／最寄りの消防
署・分署

平成26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。
　平成 26年度の健康保険料率は現
行の 10.00％に据え置きとなりま
すが、介護給付費等の増加に伴い、
40歳～ 64歳の健康保険加入者（介
護保険第２号被保険者）が負担す
る介護保険料については、料率が
１.55％から１.72％に引き上げと
なります。
　皆さんの医療を支えるため、ご理
解をお願いします。
■問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、 ■ＨＨ http://www.
kyoukaikenpo.or.jp/shibu/
aomori/）

津軽の名人・達人バンク

　「津軽の名人・達人バンク」とは、
津軽地域の文化、芸術、スポーツ、
レクリエーション活動などの生涯学
習の振興に寄与するため、さまざま
な分野において一芸に秀でた人材を
「津軽の名人・達人」として登録し、
学校・施設・団体・サークルなどで
講師・指導者として利用してもらう
ものです。
○利用方法　
　「名人・達人」は市町村窓口など
に設置している登録者名簿か、津軽
広域連合ホームページでご覧になれ
ます。希望や目的にあった「名人・
達人」を見つけたら、利用者が直接
連絡を取り、協力を依頼してくださ
い。指導・支援の詳細については、
利用者と「名人・達人」とで話し合
いの上、決定してください。
○講師活用事業を実施中
　この事業は、圏域内にある学校や
児童施設、福祉施設などが授業・課
外活動・行事・イベント等で「津軽
の名人・達人バンク」を利用する際
に、講師にかかる謝礼を広域連合が
負担するものです。利用を希望する
場合は、ホームページから利用申込
書のダウンロードができますので、
必要事項を記入の上、郵送してくだ
さい。

○「名人・達人」として登録したい
人は
　圏域内に在住で、地域のために自
分の知識特技を役立てたいと考えて
いる人なら誰でも「名人・達人」に
登録することができます。資格・基
準は一切ありません。ホームページ
から情報登録申込書のダウンロード
ができますので、必要事項を記入の
上、Ｅメールまたは郵送してくださ
い。
■問問津軽広域連合「津軽の名人・達人
バンク」係（〒 036・8003、駅
前町９の 20、☎ 31・1201、■ＥＥ
tsugarukoiki09@hi-it.jp、 ■ＨＨ
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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
５／4 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
５ 福士病院（新里） ☎27・1525
６ 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
11 西弘前クリニック（中野１）☎32・4121
18 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
25 吉田クリニック（百石町）☎37・6300

内　科
５／4 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
11 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
18 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

25 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
５／３ ESTクリニック（福村）☎29・5500
４ 坂本耳鼻咽喉科医院（南

瓦ヶ町）
☎33・6373

５ 加藤眼科クリニック（田町５）☎31・3711
６ よしだ耳鼻科・小児科（中

野２）
☎33・2306

18 代官町クリニック吉田眼
科（代官町）

☎38・4141

歯　科
５／３ 福原歯科医院（上鞘師町）☎37・3535

オリオン歯科クリニック
（元寺町）

☎33・0418

４ 工藤歯科医院（石川） ☎92・2330
めぐみ歯科医院（城東２）☎28・3202

５ 副島歯科医院（稔町） ☎38・7272
代官町クリニック吉田歯
科（代官町）

☎38・4142

６ 安原田中歯科医院（安原３）☎37・7311
11 第一ファミリー歯科（城

東中央３）
☎28・1888

18 竹沢歯科クリニック（松
原西３）

☎88・1717

25 山口歯科医院（茂森新町１）☎32・4182

ＡＥＤを貸し出します

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）は、
突然心停止（細動）状態に陥った人
の救命に役立つ機械で、誰でも簡単
に操作できます。
　市では多くの市民の参加が見込ま
れるイベント等の開催の際に、ＡＥ
Ｄを貸し出しますので、ぜひご利用
ください。
▽貸出期間　７日以内
▽貸出条件　原則、普通救命講習会
の受講者がいること
▽料金　無料（運搬・保管は各自で）
▽問い合わせ・申込先　申込書に必
要事項を記入し、希望日の２カ月前
から７日前までに、健康づくり推進
課へ。
※申込書は同課に備え付けていま
す。

ベビーレッスン

▽とき　５月 18 日（日）、午前の
部＝ 10 時～正午、午後の部＝２
時～４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、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５組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
▽その他　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。
▽問い合わせ・申込先　５月１日～
14日に、健康づくり推進課へ。

健康相談・禁煙相談

　「生活習慣病の予防について」「健
診結果を詳しく知りたい」「健診受
診後の生活について」「禁煙したい」
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。
▽５月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康エリア）＝
11 日・30 日の午前 10 時～午後
３時
〇弘前市保健センター会場（野田２
丁目）＝ 19日の午前９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）
▽問い合わせ・予約先　健康づくり
推進課

無料健康相談

　弘前大学名誉教授で医学博士の今
充さんのボランティアによる無料健
康相談会です。からだのことなどで
気になる人はご相談ください。また、
ヒロロ（駅前町）３階健康広場のセ
ルフチェックコーナーでの計測結果
について、専門的なアドバイスを希
望する人も気軽にご相談ください。
▽とき　４月 26 日、５月 10 日・
24日、午後１時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ
３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽問い合わせ・申込先　健康広場（☎
35・0157）

ねたきり高齢者などへの
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。
▽問い合わせ先　弘前歯科医師会
（☎27・8778）

●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
Health　Information

健康の掲示板
健康づくり推進課（弘前市保健センター内、☎37・3750）

さい。

「名人 達人 と 登
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■

モバイルサイト   http://www.city.hirosaki.aomori.jp/mobile/

　中央公民館が開設する小・中学生（一部高校生も可）
のための子どもクラブについて、平成26年度の新会
員を募集します。
▽内容　下表参照
▽申し込み方法　はがき、ファクスまたはＥメール（住
所・氏名〈ふりがな〉・性別・電話番号・保護者名・
学校名・学年・希望するクラブ名〈複数可〉を記入）で、
４月28日（必着）までに中央公民館「子どもクラブ」

係（〒 036・8356、下白銀町 19 の４、ファクス
33・4490、Ｅメール chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
※日程の重ならない複数のクラブに申し込むことがで
きます（優先順位の記入を）。また、応募多数の場合
は抽選で決定し、決定通知を５月上旬に発送する予定
です（複数のクラブに選ばれた人は調整することがあ
ります）。
▽問い合わせ・申込先　中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

※ミュージカルクラブは冬休み期間に短期集中レッスンを行う予定のため、広報ひろさき11月 15日号で会員募集する予定です。

クラブ名 活動日程／開始日 会場／内容 対象／参加料（年会費）
自然観察クラブ 毎月第１土曜日の午前９時半～11時半／６月７日 弘前公園ほか／野鳥や植物の観察など 小・中学生＝30人／ 1,000円

小鼓クラブ 毎月第１土曜日の午後１時半～３時／５月24日 弘前文化センター／小鼓の打ち方、演奏、
発表など 小・中学生＝15人／無料

ラジオ劇団 主に毎月第１土曜日の午後２時～４時／６月７日 まちなか情報センターほか／ラジオドラマ
の制作とＦＭアップルウェーブへの出演 小学校４年生～高校生＝10人／1,000円

やきものクラブ 主に毎月第２土曜日の午前10時～正午／５月10日 弘前文化センター／やきものづくり 小学校３年生～中学生＝36人／2,000円

天文クラブ 主に毎月第１土曜日の午後７時～９時（実施月に
より変更する場合あり）／６月７日

星と森のロマントピア天文台ほか／天体
観測など

小・中学生＝ 40人（小学校１・２年生は
保護者同伴で）／1,000円

科学クラブ 毎月第３土曜日の午前10時～正午／６月21日 弘前文化センター／科学実験・工作など 小学校３年生～中学生＝30人／3,000円
ふるさとクラブ 毎月第４土曜日の午前10時～正午／６月28日 弘前文化センターほか／昔の遊び、工作など 小学生＝30人／ 1,300円

　市では、次代を担う国際化に対応した若者の才能を
育てるため、国際青少年研修協会が実施する高校生・
学生を対象とした海外派遣事業への参加費用の一部を
助成します。
【対象となる海外派遣事業】
◎高校生の夏休み海外派遣
▽日程と内容／参加料（予定）　
①シンガポール・スクール体験＆ホームステイ（18
日間）＝７月31日～８月 17日／ 36万 5,000 円
②オーストラリア・スクール体験＆ホームステイ（18
日間）＝７月28日～８月 14日／ 49万 5,000 円
③イギリス・英語研修＆ホームステイ（18日間）＝
７月28日～８月 14日／ 65万 8,000 円
④カナダ・ボランティア体験＆英語研修（18日間）
＝７月25日～８月 11日／ 63万 5,000 円
⑤オーストラリア・生活文化体験＆ホームステイ（12
日間）＝８月１日～12日／ 48万 5,000 円
⑥アメリカ・はじめてのキャンプ＆ホームステイ（10
日間）＝７月29日～８月７日／48万 5,000 円
⑦フィジー・無人島で基地作り＆のんびり村のホー
ムステイ（９日間）＝７月 29日～８月６日／ 42万
5,000 円
⑧セブ島・プライベート英語研修＆ドミトリーステイ
（10日間）＝８月１日～10日／ 29万 8,000 円
※参加料はいずれも市の補助金交付前の額。

◎学生の語学留学プログラム
　海外で本格的に英語を学びたい人へのプログラム
で、ホームステイでの海外生活や英語学習を通した幅
広い交流を目的とします。
▽派遣先　カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュー
ジーランド、フィリピン（セブ島）
▽期間　２週間～（派遣先によっては１週間から可）
【市の補助金および事業参加申し込みについて】
▽対象　市内に住所を有する県内の高校生および県内
の大学・短期大学・専修学校に在籍する学生
▽補助金額　補助対象経費の実支出額の８割または
24万円のいずれか少ない額を概算払いにより交付（協
会への参加料納入前に交付）
▽申し込み方法　５月15日までに参加申込書および
補助金申請書を文化スポーツ振興課（市役所２階）へ。
※申込書および申請書は同課に備え付けています。
▽選考・交付　申し込みのあった高校生・学生のうち、
市の選考委員会において選考された高校生８人・学生
２人に対して交付します。
■問い合わせ・申込先　
○事業の内容について…国際青少年研修協会（☎東京
03・6417・9721、Ｅメール info@kskk.or.jp、ホー
ムページhttp://www.kskk.or.jp/） 
○申し込み・補助金について…文化スポーツ振興課文
化振興係（☎40・7015）

国際人育成支援事業費補助金国際人育成支援事業費補助金国際人育成支援事業費補助金
国際人を目指す高校生・学生を支援します！

子どもクラブ会員募集子どもクラブ会員募集子どもクラブ会員募集


