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市立博物館企画展１

知られざるミュシャ展
―故国モラヴィアと栄光のパリ―

　現在でも世界的に人気の高いアルフォンス・ミュシャ（1860 ～ 1939）
はオーストリア帝国の支配下にあった南モラヴィア地方（現在のチェコ共和
国）に生まれました。パリで挿絵画家として出発した彼は、1894年、女優
サラ・ベルナール主演の「ジスモンダ」のポスターを手掛け、以降サラ・ベ
ルナールの舞台ポスターをはじめ、さまざまな商業広告、雑誌、1900年の
パリ万博における内部装飾などで才能を発揮し、華やかなアール・ヌーボー
の旗手としての地位を不動のものとします。
　芸術を通じて祖国に貢献したいと考えた彼は 1910 年、生まれ故郷であ
るモラヴィアに戻ります。1918年のチェコ・スロバキアの成立に際しては
国章・紙幣・切手などのデザインをほぼ無償で手掛け、その多才ぶりを発揮
しました。その後も精力的に活動を続け、晩年は祖国への思いを作品として
残しています。
　本展覧会では、チェコの医学博士ズデニェク・チマル氏が祖父母の代より
収集したチマル・コレクションを中心に、日本で初公開の資料30点を含む
約 160点を全館あげて展示します。なお、当コレクションの公開は東北で
は唯一の開催となりますので、この機会にぜひご覧ください。
▽開催期間　５月24日～６月 29日（会期中は無休）
▽観覧時間　午前９時半～午後４時半
▽観覧料　一般＝ 800（600）円／高校・大学生＝ 400（300）円／小・
中学生200（100）円
※（　）内は 20人以上の団体料金。また、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、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の
人は無料。住所や年齢を確認できるものを提示してください。
【開会式】
▽とき　5月 24日（土）、午前9時半～
※開会式終了後、内覧会を実施します。
【ギャラリートーク】
▽とき　期間中の毎週日曜日、午後２時～
▽講師　当館学芸員
【親子鑑賞会作品解説】
▽とき　期間中の毎週土曜日、午前 10時
半～
▽内容　親子鑑賞会に来館した親子を対象
に、子ども向けの作品解説をします。
▽講師　当館学芸員
▽参加料　無料
～共通事項～
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
■問い合わせ先　市立博物館（☎ 35・
0700）

▲ジスモンダ（1894 年）

▲ヒアシンス姫（1911 年）▲エリシュカ（1932 年）
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つながろう消費者
～安全・安心なくらしのために～

５月は消費者月間

 

 

▽問い合わせ・予約先　消費者信用生活協同組合青森
相談事務所（☎青森017・752・6755）

法テラス無料法律相談
　市民生活センターを会場に、無料法律相談を実施し
ています。相談は電話による完全予約制で、資力要件
に該当する人が対象となります。詳しくは法テラス青
森へお問い合わせください。
▽とき　毎週火曜日、午後１時～４時
▽ところ　市民生活センター
▽相談内容　離婚、相続、損害賠償、金銭トラブル、
多重債務など
▽相談員　登録弁護士、司法書士
▽問い合わせ・予約先　法テラス青森（☎ 050・
3383・5552）

法務局なんでも相談所
　６月１日の「人権擁護委員の日」にちなみ開設しま
す。相談は無料です。
▽とき　６月７日（土）、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）
▽相談内容　登記、遺言、戸籍、供託、近隣・家庭内・
学校・職場の問題、子どもに関する悩み事など
▽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
▽問い合わせ先　青森地方法務局弘前支局総務課（☎
26・1150）
※弘前駅城東口から城東環状 100 円バスを利用し、

消費者月間パネル展示
▽とき　５月22日～ 28日、午前８時半～午後９時
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、ヒロロ３階）
▽内容　消費生活に関するパネル展やリーフレットの
提供・各種相談の紹介など
▽問い合わせ先　市民生活センター（駅前町、ヒロロ
３階、☎34・3179）

市民生活センターの相談窓口
　市民生活センター（駅前町、ヒロロ３階）では、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に応じています。相談は
無料です。気軽にご利用ください。
▽とき　午前８時半～午後５時（毎週月曜日と12月
29日～１月３日は休館）
▽相談内容　消費生活、市民生活に関する相談
▽相談員　市職員
▽問い合わせ先　市民生活センター（☎ 33・5830、
34・3179）

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　６月４日（水）、午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター

　近年、高齢者の消費者被害については、その相談件数が高齢者の人口の伸び以上に増加しています。また、これ
まで被害に遭った高齢者が再び狙われて被害に遭う「二次被害」も増加傾向にあります。
　一方、消費者トラブルへの対応についても、被害に遭った高齢者本人が相談に行かない傾向にあるなど、訪問支
援などによる積極的な見守り対策やサポートを講じることが求められています。
　５月は消費者月間です。これにちなみ、「被害に遭わないためにはどうしたらいいのか」「被害に遭ったときには
どうすればいいのか」といった情報を、パネル展示で分かりやすく紹介します。また、併催イベントも開催します
ので、ぜひご来場ください。

併催イベント
【家庭用体重計・キッチンスケールの無料検査】
　家庭で使用している体重計などを無料で検査します
ので、お持ちください。
▽とき　５月23日（金）、午後１時半～４時
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、ヒロロ３階）多
世代交流室１

人権・行政問題は相談を
●人権擁護委員…人権問題で困っている人からの
相談に応じています。

●行政相談委員…国の行政全般に対する苦情・要
望を聞き、解決の手助けをしています。

○青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）では、
毎週月～金曜日の午前 10時～午後５時に、常設
人権相談所を開設し相談に応じています。
○人権擁護委員は毎週金曜日、行政相談委員は毎
週水曜日に、市民生活センターでも相談に応じて
います。時間はいずれも午前10時～午後３時。

市民生活センターなどの相談窓口

【くらしの消費者講座】
　認知症などで判断能力が十分でない人の権利や、財
産を守るために活用できる成年後見制度について説明
します。
▽とき　５月27日（火）、午後２時～３時半
▽ところ　市民文化交流館多世代交流室２
▽テーマ　「成年後見制度で安心な老後を」
▽講師　市福祉政策課職員
▽対象　市民または市内に通勤・通学する人
▽定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
～共通事項～
▽参加料　無料
▽問い合わせ・申込先　市民生活センター（☎ 34・
3179）

「城東タウンプラザ前」バス停で降りると便利です。

「人権相談」強化週間
　学校での「いじめ」や女性をめぐるさまざまな人権
問題などの解決を図る取り組みを強化するため、人権
擁護委員の日の６月１日から６日までを「人権相談」
強化週間とし、専用電話による電話相談に応じます。
▽とき　６月１日の午前10時～午後5時と２日～６
日の午前８時半～午後７時
▽電話番号　子どもの人権 110番…☎フリーダイヤ
ル 0120・007・110 ／女性の人権ホットライン…
☎0570・070・810
▽問い合わせ先　青森地方法務局人権擁護課（☎青森
017・776・9024）

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
見に関わる法律・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　６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
▽相談員　弁護士、司法書士、元裁判所調停委員
※事前の申し込みは不要ですが、当日は午後３時半で
受け付けを終了します。
▽問い合わせ先　シンフォニー「成年後見制度を考え
る会」（鎌田さん、☎兼ファクス38・1829）
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人権擁護委員が退任しました
　地域住民の人権擁護と人権思想の普及高揚にご尽力さ
れた、阿部治幸さん、鈴木弘さんが３月31日付けで人権
擁護委員を退任しました。長い間、ありがとうございまし
た。

市民生活センターの相談窓口のほかに、
各種相談窓口などが設置されます。困
り事、悩み事があるときは、一人で抱
え込まず、早めにご相談ください。

 

案内図

ヒロロ

Ｊ
Ｒ
弘
前
駅

イトー
ヨーカドー

代官町

３・３・２号線

まちなか
情報センター

市立病院

土手町



4 5ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１４.５.１５

市政情報
Town Information

分
野 № 講座名 主な内容 担当課等

市
　
政

1（仮称）弘前市経営計画について （仮称）弘前市経営計画による地域経営について
※開催は計画策定後となります（平成26年６月予定） 行政経営課

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

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

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

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

10 弘前市の財政 市の予算編成、財政の現状 財務政策課

11 公共施設の有効活用について～ファシリティマネジメントってなぁに？～
市民に愛され親しまれる公共施設を次世代に継ぐための取り
組みについて 財産管理課

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

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

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

産
　
業

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

20 農家の家族経営協定のはなし 家族経営協定とは、協定書の締結まで  農業委員会事務局

21 中小企業のための融資制度 主な融資制度について 商工政策課
22 中心市街地の活性化 中心市街地活性化の取り組みについて 商工政策課
23 弘前市の特産品 弘前の特産品いろいろ 商工政策課

観
光
・
文
化

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

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

30 弘前城本丸石垣修理 弘前城の天守曳家（ひきや）から石垣修理まで、100年ぶり
の大事業について解説

文化財課
公園緑地課

都
市
基
盤

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

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

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

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

36 緑化推進について くらしに役立つ緑の働きと重要性など 公園緑地課

分
野 № 講座名 主な内容 担当課等

都
市
基
盤

37 弘前型スマートシティ エネルギーや ICTを活用したまちづくりや融雪対策など、弘
前型スマートシティの概要と取り組みについて

スマートシティ
推進室

38 弘前市の水道ビジョン 水道事業のこれからの取り組み 上下水道部総務課
39 水道とくらし 水が蛇口から出るまで 上水道施設課

安
全
・
生
活
環
境

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

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

44 わかりやすい戸籍の届出 戸籍のしくみ、各種届出の書き方 市民課

45 くらしの中の雪対策 除排雪の方法、消 ･流雪溝・雪置き場の利用について
※7月～ 10月に限り開催します 道路維持課

46 高齢者等の交通安全 高齢者などが交通事故に遭わない、起こさないためのポイント 都市政策課
47 分別ごみとリサイクル ごみ収集の現状、分別ごみのゆくえ 環境管理課

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

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

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

51 くらしの中の再生可能エネルギー 私たちのくらしの中に再生可能エネルギーをどのように活用
できるのかについて

スマートシティ
推進室

52 防火の豆知識 火災等に対して身近に知っておきたいこと 消防本部

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

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

子
育
て

55 保育所のはなし 保育料の決定方法、入所状況 子育て支援課

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

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

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

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

教
　
育

62 生涯学習は好奇心がスタート～いつでもだれでもどこでも～
いつどこでどんな講座があるの？今まで学んできたことを誰か
に教えてみたい！そんなあなたのリクエストにお応えします 生涯学習課

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

64 津軽の歴史～藩主たちの時代～ 弘前藩を治めた12人の藩主たちのエピソードを交えた弘前の
歴史について 博物館

健
康
・
福
祉

65 健康体操講座 手軽に出来る健康体操 文化スポーツ振興課
66 障害福祉サービス 障害者総合支援法による福祉サービスについて 福祉政策課
67 障害者手帳のしくみ 障害者手帳の申請から認定までと受けられるサービスについて 福祉政策課
68 障がい者の医療制度 障がい者の医療制度について 福祉政策課

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

70 介護保険制度のしくみ ○介護認定・介護給付について
○介護保険料について 介護福祉課

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

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

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

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

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

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

79 乳幼児の事故予防講座 家庭に多い事故とその予防法について 健康づくり推進課

そ
の
他

80 市議会のしくみ 市議会の進め方、市政と市議会の関係 議会事務局
81 選挙のしくみ 選挙の概要と選挙運動などについて 選挙管理委員会

事務局
82 課長がおじゃまします 課の主な取り組みを紹介 全課室

　市では、市民の皆さんと行政との協働を目的に「弘
前市出前講座」を実施しています。
　本年度から新たに「公共施設の有効活用について～
ファシリティマネジメントってなぁに？～」「弘前城
本丸石垣修理」「弘前市の水道ビジョン」「津軽の歴史
～藩主たちの時代～」「障害者手帳の仕組み」「障がい
者の医療制度」「課長がおじゃまします」の７講座を
追加しました。お気軽にご利用ください。

弘前市出前講座
※出前講座のパンフレットは、広聴広報課窓口のほか、
岩木・相馬の各総合支所、市内各出張所などにも用意
しています。また、市ホームページでもご覧になれま
す。なお、出前講座を利用する場合は、利用希望日の
１カ月前までにお申し込みください。
▽問 い 合 わ せ・ 申 込 先　広聴広報課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1194、ファクス
35・0080）

～豊富なメニューでお待ちしています～
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と散歩ができる
　　　　モデル公園犬犬

○みんなが憩う公園です。決められたコースを愛犬と
一緒に散歩しましょう
【意見箱の設置】
　公園の出入り口に意見箱（各公園１カ所）を設置し
ますので、皆さんの声をお寄せください。
　なお、個人情報については、目的以外には使用しま
せん。
【マナー講習会】
　青森県動物愛護センターなどから講師を迎え、マ
ナー向上のための講習会を開催します。愛犬と一緒に
ぜひご参加ください。
▽とき　城東公園…５月31日（土）／三岳公園…６
月１日（日）
※いずれも、時間は午前10時から１時間程度。雨天
時は中止となる場合もあります。なお当日は、公園内
に駐車できます。
▽参加料　無料
▽問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739、Ｅ
メール kouen@city.hirosaki.lg.jp）または市み
どりの協会（☎ 33・8733、Ｅメール official@
hirosakipark.or.jp）

市政情報
Town Information

「犬と散歩ができるモデル公園」社会実験結果
年　　度 平成 24年度 平成 25年度

増減対象公園 長四郎公園・三岳公園 長四郎公園・三岳公園・
土淵川吉野町緑地

社会実験期間 ５月 21日～ 12月 11日 ５月 20日～ 12月 17日
犬
散
歩

利
用
者
数

コース内 210人（ 79％） 165人（ 88％） △ 45人（△ 9％）
コースアウト 55人（ 21％） 23人（ 12％） △ 32人（△ 9％）

計 265人（100％） 188人（100％） △ 77人（ｋ－　）
※公園利用者数のカウントは午前５時～８時と午後４時～７時に実施（月１回）。

放置ふん回収件数 27件 2件 △ 25件

意
見
箱
へ
の
投
書

投書総数 557件 249件 △ 308件
有効数 395件（100％） 227件（100％） 　　△ 168件（ － ）

内
　
訳

賛　成 209件（053％） 178件（ 78％） △ 31件（ 25％）
反　対 112件（028％） 48件（ 22％） △ 64件（　△ 6％）

どちらでもない 74件（019％） 01件（ 00％） △ 73件（△ 19％）
無効など 162件 22件 △ 140件

賛成・反対意見内訳 平成 24年度 平成 25年度

主な賛成意見

〇犬と散歩ができる公園を増やしてほしい 50％ 22％
○犬も飼い主も交流ができて楽しい 25％ 22％
○コース順守やふん処理の徹底を条件に賛成 15％ 22％
○犬と遊べる公園を作ってほしい 08％ 23％

主な反対意見

○ふんの未処理など飼い主のマナーが悪い 50％ 54％
○公園に犬を入れないでほしい 18％ 14％
○犬嫌いな人や小さな子どもがほえられると怖がってしまうので反対 12％ 21％
○犬アレルギーがあるので反対 10％ 04％
○尿のにおいが臭いので反対 10％ 07％

　市では、平成９年４月から「自転車等の放置防止に
関する条例」に基づき、JR弘前駅中央口周辺の一帯
を自転車や原付バイクの放置禁止区域に指定していま
すが、依然として放置されている自転車などが見受け
られます。
　「放置されている自転車など」とは、公共の場所（道
路や広場など）に置かれている自転車や原付バイクで、
利用者がその場を離れていて、すぐに移動できない状
態のものをいいます。
　道路や歩道などに放置された自転車やバイクは、歩
行者の妨げとなり、子どもや身体の不自由な人には大
変危険です。また、緊急時の障害となったり、街の美
観を損ねることにもなります。
▽禁止区域に放置すると
　市では禁止区域に自転車などが放置されている場
合、次のように取り扱います。
①警告札を取り付ける
②警告後も放置されている場合は撤去する
③撤去後は城西大橋下の保管所（南袋町）で一時保管
する
④所有者が判明した場合は、引き取りの通知をする
⑤引き取りのない自転車などは告示後２カ月で処分す

る
※放置自転車の販売はしていません。
▽撤去自転車などの引き取り
　撤去自転車などが一時保管されている保管所に、次
のものを持参してください。
①身分を証明するもの（免許証、学生証、保険証など）
②印鑑
③鍵
④撤去保管料（１台）…自転車＝ 2,050 円／原付バ
イク＝3,080円
【自転車の盗難にご注意を】
　JR弘前駅周辺、大型商店、学校などの駐輪場で自
転車の盗難が増えています。盗難防止のために次のこ
とを心掛けてください。
①鍵は必ず掛ける
※１つだけでなく、二重三重に掛けるようにする
②外されにくい鍵（ワイヤー錠やU字ロックなど）
を取り付ける
③購入時に必ず防犯登録をする（盗難にあった場合、
自転車を探す手掛かりとなります）
▽問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（市役所
５階、☎35・1102）

JR 弘前駅中央口周辺は自転車や原付バイクの放置禁止区域

　市では、平成24年度から人と犬が共存できる公園
づくりを目標に「犬と散歩ができるモデル公園」として、
社会実験を実施してきました。その結果、賛成意見の
割合が増え、マナーの向上がみられることから、本年
度は公園内に散歩コースを設けて８公園を開放します。
　また、人と犬が共存するためにはマナーが大切です。
愛犬家の皆さんには、より一層のマナーの順守をお願
いします。
▽期間　５月20日から
※時間の制限はありません。
▽公園名　①土淵川吉野町緑地（吉野町）、②長四郎
公園（城東北２丁目）、③三岳公園（北園１丁目）、④
城東公園（末広４丁目）、⑤桜ヶ丘中央公園（桜ヶ丘
４丁目）、⑥ふじの公園（藤野１丁目）、⑦扇町公園（扇
町２丁目）、⑧蓬莱広場（土手町）
▽注意事項　各公園ともに散歩コースを設けて開放し
ます（芝生や植樹帯には入れません）。
　次の３つの約束を守りましょう。
○犬が苦手な人もいるため、リードは必ず着用し、しっ
かりと持ちましょう
○ふんは拾って持ち帰りましょう

　市では、生ごみ減量化事業の一環として「生ご
み水切りチャレンジモニター事業」を実施しまし
た。今回は56人のモニター参加者が生ごみの水
切りに挑戦しました。
　モニター参加者の水切りによる生ごみの減量効
果は、平均9.1％となりました。
　平成 24年度に家庭から出た燃やせるごみのう

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）

ち生ごみは約２万ｔです。皆さんが水切りを行え
ば 1年間で約 1,800ｔのごみが減量されます。
皆さんも水切りにチャレンジしてみましょう。
　詳しい事業結果については、市ホームページに
掲載しているほか、環境管理課（市役所２階）で
も配布しています。

平成25年度生ごみ水切りチャレンジ
モニター事業実施結果について　　　

ごみ集積ボックス設置事業費補助金
　カラスなどのごみ集積所での食い荒らし対策と
して、ごみ集積ボックスを新たに設置する際、設
置費用の一部を補助します。
▽対象者　ごみ集積所を設置および管理するもの
（例…町内会、集合住宅所有者など）
▽補助対象経費　ごみ集積ボックスの購入費また
は自らごみ集積ボックスを作製する場合の材料費
▽補助金額　ごみ集積ボックス１基につき補助対

象経費の２分の１または
10万円のいずれか少ない額
※１補助対象者におけるごみ集積ボックスの基数
に上限はありません。
▽応募期間　平成 27年１月 30日までの午前８
時半～午後５時（土 ･日曜日、祝日を除く）
▽その他　補助金の交付額が予算枠を超えた場
合、応募期間中でも申請を締め切ります。
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▽応募資格　次の①～④のすべてに該当する人
①市内に居住する20歳以上の人で、市のほかの附属
機関の委員に選任されていない人
②国・地方公共団体の議員・職員でない人
③任期中２回程度、平日の日中に開催される会議に出
席できる人
④過去に弘前市学校給食懇談会の公募委員に選任され
たことのない人
▽募集人員　３人程度
▽募集期間　５月13日～ 30日（当日消印有効）
▽謝礼など　１回の開催につき、謝礼１万円と交通費
を支給
▽委員の任期　委嘱の日から平成 27年３月 31日ま
で

▽応募方法　「弘前市学校給食審議会委員応募申込書」
に必要事項を記入の上、郵送、ファクス、持参または
Ｅメールで学務健康課へ。
　なお、詳しい資料「弘前市学校給食審議会公募委員
案内書」および「応募申込書」（様式）は、学務健康
課窓口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。
※提出された応募申込書は返却しません。
▽選考方法　応募者が多数の場合は、書類選考後、公
開抽選で決定し、結果は応募者全員に通知します。
▽問 い 合 わ せ・ 提 出 先　学務健康課（〒 036・
1393、賀田１丁目１の１、岩木庁舎３階、☎
82・1835、 フ ァ ク ス 82・2313、 Ｅ メ ー ル
gakumukenko@city.hirosaki.lg.jp）

 市民の皆さん
から公募します

市政情報
Town Information

弘前市学校給食審議会の委員を募集

 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

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　５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
※事前の申し込みは不要。動物広場
入場料が必要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

第 16 回レクリエーション
スポーツ祭
　レクリエーションスポーツの普及
を図るとともに、市民の健康保持や
親ぼくを図るために開催します。
▽とき　５月25日（日）
　　　　午前９時半～
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　バウンドテニス、インディ
アカ、グラウンドゴルフ、ターゲッ
トバードゴルフなどのレクリエー
ションスポーツ（参加賞もあり）
▽対象　市民
▽参加料　無料（申し込みは不要。
当日直接会場へ） 
※初心者には指導します。また、用
具の無い人には貸し出しします。
■問弘前市レクリエーションスポーツ
協会（奥出さん、☎33・8908）

追手門広場フリースタイル
マーケット 2014
　追手門広場フリースタイルマー
ケットを、今年も開催します。日用
品や雑貨、衣類など、出店者の皆さ
んが持ち寄った商品が販売されま
す。探し物や掘り出し物が見つかる

かもしれませんので、ぜひお越しく
ださい。
▽とき　５月25日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　追手門広場（下白銀町）
▽入場料　無料
■問市立観光館（☎37・5501）

「弘前×フランス」プロジェクト
「ペタンクであそぼう！」
　「まちをキャンパスに！」をスロー
ガンに、地域の皆さんとつながる弘
大生プロデュース企画シリーズで
す。
▽とき　５月31日（土）
　　　　午後１時半～４時半
▽ところ　弘前公園レクリエーショ
ン広場
▽内容　フランス発祥の球技「ペタ
ンク」を通して、フランスの文化や
ことばを楽しく学びます。
▽対象　ペタンクをやってみたい人
▽参加料　無料
▽申し込み方法　氏名、年齢、電話
番号を記入し、５月 28日までにＥ
メール、またはファクスで申し込み
を。
■問弘前大学フランス語ホームペー
ジ・プロジェクト（■Ｅ frenchpj@
cc.hirosaki-u.ac.jp）、 弘 前 市
ペタンク協会（葛西さん、☎兼■Ｆ
88・3480）

水道週間の催し

　６月１日～７日の水道週間にちな
み、イベントを開催します。
【家庭巡回サービス】
　６月２日～６日に、ひとり暮らし
の高齢者や体の不自由な人の家庭を
対象に、給水装置の無料点検を行い
ます。
▽申込先　上下水道部営業課 ( ☎
36・8115)
【アンケート調査・給水体験】
　６月２日～６日に、上下水道部（茂
森町）１階の窓口でアンケート調査
にご協力いただいた人に、ペットボ
トル水（ひろさきの水）などを差し
上げます。また、６月 3日の午前
10時から、石川公民館で給水車に

よる給水体験を実施します。
■問 上 下 水 道 部 総 務 課 ( ☎ 36・
8100)

高長根レクリエーションの森
「初心者山菜採り体験」
　初心者を対象にハイキングをしな
がら、山菜採り体験を行います。
▽とき　６月１日（日）、午前９時
半～正午（雨天中止）
▽ところ　高長根レクリエーション
の森（高杉字神原）
※現地集合。
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　飲料水、長靴、軍手、タ
オル
■問市みどりの協会（☎33・8733）

りんご公園企画展
「りんごの木工展」
　りんごをモチーフに考えた作品
や、りんごの木で作った作品など、
木のぬくもりを感じられる作品の
数々を、ぜひご覧ください。
▽とき　５月 30日～６月 29日の
午前９時～午後５時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）
■問りんご公園（☎36・7439）

第 8 回 B&G 会長杯
グラウンドゴルフ大会
　グラウンドゴルフを通して親ぼく
を深め、健康維持、体力増進が図ら
れます。
▽とき　６月１日（日）、午前９時
～（受け付けは午前８時半～）
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）多目的広場
▽対象　市民
▽内容　24ホールを個人戦、団体
戦で競います。
▽参加料　１人 500 円（保険料含
む）
■問申込用紙に参加料を添えて、５
月 21日までに弘前B&G海洋セン
ター（☎33・4545）へ。

【上級一般行政、上級建設（土木・建築・電気）、社会
人一般行政、社会人建設（土木・電気）、社会人福祉】
▽採用予定　上級一般行政＝20人／上級建設（土木）
＝６人／上級建設（建築）＝１人／上級建設（電気）
＝１人／社会人一般行政＝９人／社会人建設（土木）
＝４人／社会人建設（電気）＝１人、社会人福祉＝２
人
▽第１次試験　６月 22日（日）、県立弘前工業高等
学校（馬屋町）
▽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、6月２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）。
※募集要項は、市ホームページにも掲載しています。
▽ 問 い 合 わ
せ・ 提 出 先　
人 材 育 成 課
人 事 評 価 担
当（ 〒 036・
8551、上白銀
町１の１、☎ 
35・1119）

あなたの力を
市民・市のために 市職員募集（上級・社会人）

　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実施する「市長車座ミーティン
グ」の開催団体を募集します。
　市長とさまざまなテーマで、ざっくばらんに話がで
きる絶好の機会です。奮ってお申し込みください。
▽とき　第３回＝７月３日／第４回＝７月29日 /第
5回＝9月4日
※時間はいずれも午後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、各開催
日の１カ月前までに広聴広報課（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、広聴広報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、写真を添えて市のホーム
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 い 合 わ せ・ 申 込 先　広聴広報課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1194、ファクス
35・0080）

 市長と気軽に話し
ませんか 市長車座ミーティング



10 11ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１４.５.１５

 

 

に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・電話番号・生年月日・
希望教室名を記入し、５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）

気軽にスポーツ体験教室

▽とき　６月10日～７月1日の毎
週火曜日、午前 10時半～正午（全
４回）
▽ところ　金属町体育センター（金
属町）
▽内容　体をほぐすストレッチ体操
とクールダウンのストレッチ体操、
ソフトバレーボール、ラケットテニ
ス、スカイクロスなどの簡単なルー
ル説明とゲーム
▽対象　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、飲み物、
室内用シューズ、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・電話番号・希
望教室名を記入し、５月 31日まで
に金属町体育センター（〒 036・
8245、金属町１の９）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。 
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

ベテランズセミナー

▽とき　６月12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③「弘前市
の景観づくり～自然 ･歴史・文化と
の調和」
▽講師　市都市政策課職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝60人程度
▽受講料　無料
■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。

８時半から
※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）

子どもの水泳教室

▽とき　６月２日～６日、２～６歳
（未就学児）＝午後３時～４時／小
学生＝午後５時～６時
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽定員　10 人（２～６歳＝５人、
小学生＝５人）
▽参加料　1,080円（２回受講分）
▽持ち物　水着、帽子、バスタオル、
ゴーグル
■問受講希望日前日までにウイング弘
前（☎38・8131）へ。

らくらくスポーツ体験教室

▽とき　６月3日～７月15日の毎
週火曜日、午前10時～ 11時半
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　簡単なストレッチ体操、気
軽にできる軽スポーツ（ユニカール、
ラケットテニス、ネットネット、リ
ングキャッチなど）
▽対象　市民＝30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、飲み物、
室内専用シューズ
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所 ･氏名・生年月日・電話番号・希
望教室名を記入し、５月 25 日ま
でに市民体育館（〒 036・8362、
五十石町７）へ。
■問市民体育館（☎36・2515）

シニアのための
スポーツ体験教室
▽とき　６月４日～ 25日の毎週水
曜日、午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）競技場・多目的広
場
▽内容　競技場（２回）＝ソフトバ
レーボール、ラージボール卓球／多
目的広場（２回）＝スナッグゴルフ、
ペタンク

※雨天時は、競技場でラケットテニ
スなどを行います。
▽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　汗ふきタオル、飲み物、
内履き
▽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、５月 29日（必
着）までに、弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（〒 036・8057、八幡町１丁目９
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。夫婦や
友人同士で参加希望の場合は、はが
き１枚で応募可。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

弘前市ナイターテニス教室

▽とき　６月６日・10日・13日・
17日の午後７時～８時半
▽ところ　千年庭球場（小栗山字川
合）
▽内容　硬式テニスの基本ストロー
クなど
▽対象　一般（高校生以上）初級・
中級・上級＝各15人／ジュニア（小
学生）＝10人
▽参加料　一般＝ 2,000 円／ジュ
ニア＝1,000円
※保険料含む。当日徴収します。
▽申 し 込 み 方 法　５月 30 日ま
でに、Ｅメール（hirote1961@
gmail.com）または弘前テニス
ク ラ ブ ホ ー ム ペ ー ジ（http://
hirosakitennis.yu-yake.com/
index.html）で申し込みを。
■問弘前テニスクラブ（笹森さん、☎
携帯090・7321・1604）

プールで体力づくり教室

▽とき　６月６日～７月 11日の毎
週金曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水中での体操、ウオーミン
グアップを兼ねた水中ウオーキン
グ、ストレッチ、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

2014 年弘前大学白神研究会
初夏の観察会
【白神山地の地すべりとサワグルミ
林】
▽とき　６月 7日（土）、午前 10
時～午後２時（雨天決行）
▽集合　アクアグリーンビレッジ
ANMON（西目屋村川原平）駐車
場
※送迎を希望する人は、事前に申し
込みの上、当日の午前９時に弘前大
学（文京町）正門に集合してくださ
い。
▽コース　ブナ林散策路～フナギノ
平
▽対象　小学校４年生以上＝ 20人
（小・中学生は保護者同伴）
▽参加料　１人 1,000 円（テキス
ト代・保険料として）
▽持ち物　雨具、手袋、帽子、トレッ
キングシューズ（ハイキングシュー
ズまたは長靴も可）、虫除け、かゆ
み止め、昼食、飲み物
▽申し込み　６月４日までに弘前大
学白神自然環境研究所（山岸さん、
☎兼■Ｆ 39・3706）へ。
※定員になり次第締め切ります。
■問白神マタギ舎（牧田さん、☎兼■Ｆ
88･1881）

体験学習
「第２回白神山地野遊楽校」
　世界自然遺産白神山地を舞台にし
た体験学習の第２回を開催します。
▽とき　６月21日（土）
　　　　午後１時～３時
▽集合　アクアグリーンビレッジ
ANMON（西目屋村川原平）
▽内容　植物の葉を探してみよう
▽対象　小学校２年生以上の児童と
その保護者（原則、保護者同伴）＝
50名程度（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　５月 19 日～６
月９日に、ファクスまたはＥメー
ルで、ECOリパブリック白神（■Ｆ
88・8809、 ■Ｅ jimukyoku@
shirakamifund.jp）へ。
※申込書はホームページからダウン
ロードできます。
■問 ECOリパブリック白神（百石町、
☎ 88・8808、平日の午前 9時～

午後6時）

東北女子大学公開講座

▽とき　５月24日（土）
　　　　午前11時～午後２時
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「おさかな食育クッキング
～旬の魚いただきます♪～」
▽対象　食育に関心のある親子・一
般＝40人
▽受講料　1組 500円
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289）
※詳細は弘前丸魚ホームページ
（http://www.hmaruuo.co.jp）
をご覧ください。

市民フォークダンス教室

▽とき　５月 26日～６月 23日の
毎週月曜日、午後７時～８時半
※当日会場で受け付け。
▽ところ　大成小学校（御幸町）体
育館
▽内容　世界のフォークダンスの基
礎と踊り方
▽対象　市民
▽参加料　無料
▽持ち物　運動靴（内履き）
■問弘前市フォークダンス協会事務局
（佐々木さん、☎33・6537）

あおもりいのちの電話
相談員養成講座
～傾聴から始まるカウンセリング基
礎講座（全８回）～
▽とき　５月 31日～７月 19日の
毎週土曜日、午後２時～４時
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）大会議室
▽対象　①あおもりいのちの電話の
相談ボランティアになることを希望
する 20歳～ 65歳の人（４月 1日
現在）　②相談活動、福祉や医療な
どの援助活動にかかわっている人、
または目指している人　③カウンセ
リングについて学びたい人
※②③は年齢不問。
▽定員　30人（先着順）

▽受講料　１万円（前納、分割可）
■問５月 20日までに、あおもりいの
ちの電話（☎ 38・4343、■Ｆ 38・
5355、■Ｈ http://www.inochi-a.
net/）へ。

ヨット・カヌー教室

▽とき　５月 25日～９月７日の毎
週土・日曜日、午前10時～正午
▽ところ　弘前公園西濠ほか
▽内容　ヨット・カヌーの実技と理
論
▽対象　小学校３年生以上＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽その他　使用器材およびテキスト
などは主催者が準備します。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（八幡町
１丁目、☎33・4545）

シンフォニー「成年後見制度
を考える会」公開講座
　「精神疾患の理解と成年後見制度」
をテーマに開催します。　
▽とき　６月１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）２階第３会議室
▽講師　盛由美子さん（日本精神科
看護協会事務局長）
▽定員　40人（先着順）
※事前に予約できます。
▽受講料　500円
■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）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【メール講座】
▽とき　６月３日・10 日の午前
10時～午後３時
※２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　メールの利用方法など
▽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
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　５月 18日、午前

 暮らしのinformation ●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
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 かけっこ教室

▽とき　６月 11日～７月 11日の
毎週水・金曜日、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　走る・跳ぶ・ける・投げる
などの全身運動、ラダー、ミニハー
ドルなどの用具を使って足を動かす
トレーニング
▽対象　小学校１～３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、
内履き
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・連絡先・教室
名を記入し、５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）

傾聴ボランティア養成講座

▽とき　６月 12 日・13 日の午前
10時～午後３時
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）グループ活動室
▽内容　基調講演「いのちの関わり」
…講師・佐藤初女さん（森のイスキ
ア主宰）／特別養護老人ホーム施設
職員による「傾聴ボランティア体験
の分かち合い」ほか
▽対象　市民＝70人（先着順）
▽受講料　無料
※昼食は持参してください。
■問弘前大清水ホーム（工藤さん、☎
36・2266）

65 歳からの
アンチエイジング講座
　テーマは「若々しさと元気は口元
から！～汚れ残しのない歯磨きとお
口の体操で、老け顔にサヨナラ～」
です。
▽とき　６月 30 日（月）、午後２
時～３時（受け付けは午後１時半か
ら）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健

康ホール
▽内容　歯科衛生士による講話とお
口まわりの体操など
▽対象　おおむね 65歳以上の市民
＝50人（先着順）
▽参加料　無料
■問６月 23日までに、電話で弘前市
保健センター（☎37・3750）へ。

託児付き！
気軽にダンス＆ヨガ
▽とき　平成 27年３月までの毎週
木曜日、午前９時半～11時
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）柔道場
▽内容　音楽に合わせた燃焼系・柔
軟系のエクササイズとヨガ
▽対象　20歳以上の市民＝30人
▽参加料　月額 3,000 円（託児付
きは3,500円）
※初回は無料体験あり。別途傷害保
険料が必要。
▽持ち物　動きやすい服装、タオル
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
日曜日・祝日を除く午前 10時～午
後７時）

市民乗馬教室

　平成 26 年度の生徒を募集しま
す。
▽とき　11月までの年 8回（月曜
日を除く、予約制）
▽ところ　岩木川河川敷馬場（向外
瀬１丁目）
▽内容　乗馬の基本
▽対象　市民＝20人
▽参加料　２万 8,000 円（レッス
ン８回分、傷害保険料、用具レンタ
ル料を含む）
■問弘前馬術協会事務局（髙木さん、
☎33・7066、携帯 090・3360・
4419）

手話奉仕員養成講座（入門課程）

▽とき　６月 26 日～ 11 月 27 日
の毎週木曜日（８月７日・１４日を
除く）、午後７時～８時半（計21回）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽対象　手話に関心があり、聴覚に
障がいがなく、初級レベルの手話を
学びたい18歳以上の人＝30人（先

着順）
※子ども連れでの参加はご遠慮くだ
さい。
▽受講料　無料（別途テキスト代
1,235円が必要）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・年齢・職業・
電話・ファクス番号を記入し、６月
16日（必着）までに身体障害者福
祉センター（〒036・8057、八幡
町１丁目９の17）へ郵送を。
※受講の可否は返信用はがきでお知
らせします。
■問身体障害者福祉センター（☎
36・4521、■Ｆ 32・1144）

危険物安全週間

「危険物　読みはまっすぐ　ゼロ災
害」（平成 26 年度危険物安全週間
推進標語）
　６月８日～ 14日は危険物安全週
間です。
　近年は全国的に、石油類など危険
物を取り扱う際の事故が増加傾向に
あります。事故の原因は、誤った取
り扱いやうっかりミスなど人的要因
がほとんどです。危険物を取り扱う
ときは、安全を再確認するように心
掛けましょう。
　なお、消防本部では、危険物安全
週間期間中、危険物関係事業所の消
防訓練や立入検査などを実施しま
す。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～

　
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、５月をパトロール強化月間とし、
全国一斉パトロールを実施します。
　当市でも、関係機関と合同でパト
ロールを実施します。係員が解体工
事現場などに立ち入る時は、ご協力
をお願いします。
　また、対象工事は建設リサイクル
法による届出が必要です。工事着手
日の７日前までに建築指導課へ届出

書を提出してください。
▽実施期間　５月26日～ 30日
▽対象工事　建築物の解体工事（床
面積 80㎡以上）、建築物の新築・
増築工事（床面積 500㎡以上）、建
築物の修繕・模様替えなどの工事（請
負代金 1億円以上）、その他の工作
物に関する工事（土木工事、請負代
金500万円以上）
▽その他　分別解体等および再資源
化等の対象となる特定建設資材＝コ
ンクリート、コンクリートおよび鉄
からなる建設資材、木材、アスファ
ルト・コンクリート
■問建築指導課（☎40・7053）

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ます。
▽６月の相談日
〇ヒロロ会場（駅前町、３階健康広
場）＝８日・27 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）＝ 16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）
■問健康づくり推進課（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

弘前市奨学生の募集

▽対象　経済的な理由により修学が
困難で、次の①および②に該当する
人
①市内に住所がある家庭の被扶養者
で、高等学校以上の学校（専門学校
を含む）に在学している人
②ほかの奨学金の貸与または給付を
受けていない人
▽奨学金の額（月額）
○大学（大学院、短大含む）・専門
学校＝２万5,000円
○高等学校・中等教育学校後期課程
＝１万3,000円
▽貸与期間　在学する学校の正規の
修学期間（４月分からさかのぼって
貸与）
▽返還方法　卒業後１年経過してか
ら 10年以内で、年賦・半年賦・月

賦のいずれか
▽申し込み　６月 13日までに、各
学校、教育政策課（岩木庁舎２階）、
学務健康課弘前分室（市役所１階）
へ。
※家庭の経済状況や学力などを基に
選考し、結果を７月下旬に通知しま
す。
■問教育政策課（☎82・1639）

ベビーレッスン

▽とき　６月 15
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階健康広場
▽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　弘前市民で開催日現在妊
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６月２日～ 11日に、健康づくり
推進課（弘前市保健センター内、☎
37・3750）へ。

中央公民館相馬館「長慶閣」
リニューアルオープン！
　空調、照明、音響設備も新しくな
り、使いやすくなりました。会場は
いす席で 350 人利用可能です。大
きな催しに、ぜひご利用ください。
■問中央公民館相馬館（五所字野沢、
☎84・2316）

筋トレ・脳トレ
水中ウオーキング教室
▽とき　６月 12日～７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　水中ウオーキングの基本か
ら応用まで、水中でのストレッチ、
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・連絡先・教室
名を記入し、５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）

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　①６月 28日の午後
１時～３時＝放射線量を測ってみま
せんか（自家製食品の放射線量を測
定します）／②７月 12日の午前９
時半～午後１時＝「おいしい津軽の
おかず」を作りましょう（４）／③
７月 12日の午後１時～２時＝法律
学をのぞいてみよう！／④６月 22
日、７月 19日、８月２日の午前９
時半～午後０時半＝中・高生のため
のクッキングレッスン！／⑤６月
29 日、８月 24 日の午前 10 時～
11時半＝保育講座（親子で楽しむ
わらべうたと絵本など）
▽ところ　①②③④＝東北女子短期
大学（上瓦ケ町）／⑤＝ヒロロ（駅
前町）３階多世代交流室２
▽対象　①高校生以上＝ 10人／②
③高校生以上＝ 30人／④中学 ･高
校生＝各回20人／⑤親子＝20組
▽受講料　①③④⑤＝無料／②＝
300円（食材料費）
※申し込み方法など詳しくは問い合
わせを。
■問東北女子短期大学公開講座係
（ ☎ 32・6151、 ■Ｆ 32・6153、
■Ｅ tibunken@toutan.ac.jp、 ■Ｈ
http://www.toutan.ac.jp）

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

 その他
  

・人口　   178,399人    （－849）
　 男　　   81,586人　 （－506）
　 女　　   96,813人　 （－343）
・世帯数　  72,365世帯（－125）
平成 26年４月１日現在（推計）

■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
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▽交付対象者　市内において旅館業
を営むものおよび旅館などで組織す
る団体
※市税などの滞納がないことが要件
となります。
▽交付対象経費　弘前産りんごまた
は青森県産のりんごを原料とした加
工品の購入費
※ただし、市内に住所を有する農業
者または市内に主たる事業所を有す
る加工品販売業者からの購入に限り
ます。
▽奨励金の額　購入経費の５分の２
以内の額
■問りんご課（☎40・7105）

▽交付対象期間　国の助成金の支給
対象期間が満了した日の翌月から最
長12カ月間
▽１人当たりの支給額（月額）
①重度障がい者（市内の事業所）＝
２万4，000円／②重度障がい者（市
外の事業所）＝２万円／③その他の
障がい者（市内の事業所）＝１万2，
000 円／④その他の障がい者（市
外の事業所）＝8,000円
▽申請期間　国の助成金の支給対象
期間が満了した日の翌月から起算し
て、最初の６カ月を第１期、次の６
カ月を第２期とし、各期の満了した
日の翌日からその年度内まで
■問商工政策課（☎35・1135）

新規高等学校卒業者
雇用奨励金
　市では、平成 24 年３月、25 年
３月、26年３月に高校を卒業した
人（いずれも市内在住で、短大・専
門学校を卒業していない人）を、常
用労働者として雇い入れた事業主に
対して、奨励金を交付します。
▽交付対象　次の①～④のすべてに
該当する事業主
①市内に事業所を有する雇用保険適
用の事業主
②対象となる新規高卒者のうち、平
成 24年３月または 25年３月に高
校を卒業した人を 26 年４月１日
～ 27年３月 31日の間に雇い入れ
ていること、もしくは平成 26年３
月に卒業した人を 26年４月２日～
27年３月 31日の間に雇い入れて
いること
③過去６カ月の間、解雇者を出して
いないこと
④市税の滞納がないこと
▽交付対象期間　雇い入れた月の翌
月から12カ月間
▽支給額　１人＝月額３万円
※６カ月間雇用が継続した実績によ
り、２回に分けて交付します。
▽申請期間　雇い入れた月の翌月か
ら６カ月以内
■問商工政策課（☎35・1135）

平成 26 年度弘前市市民評価
アンケートの実施について
　市では、アクションプランに基づ
き、市政に対する市民の評価を把握

し、施策の企画・改善などに活用す
るために、平成23年度より毎年度、
定期的に市民評価アンケートを実施
しています。
　アンケート用紙は 16歳以上の市
民 6,000 人を無作為に抽出して５
月中旬に送付しますので、アンケー
ト用紙が届いた人は、ご協力くださ
るようお願いします。
■問行政経営課（☎40・7016）

山火事などに注意
～気を付けましょう～

「守りたい　森の輝き　防火の心」
（平成 26 年統一標語）
　春は空気が乾燥し、山火事が発生
しやすい季節です。山火事はいった
ん発生すると消火が難しく、大規模
な火災に発展し、地域社会に甚大な
影響を与えるだけでなく、貴重な森
林の回復には長い年月と多くの労力
が必要になります。
　山火事の原因は、たき火やたばこ
の不始末によるものが多く、私たち
の注意で防ぐことができます。行楽
などに出かけるときは、次のことを
守るようにしてください。
①枯れ葉などがある、火災の起こり
やすい場所ではたき火をしない
②たばこの火は確実に消し、吸い殻
の投げ捨てをしない
③バーベキューなどで火を使用する
場合は、指定された場所で行い、そ
の場を離れる時は完全に火を消す
④ゴミは指定された場所に捨てる
か、持ち帰るようにする
⑤火気を使用するときは、周囲の可
燃物の状況に注意し、消火用の水な
どを必ず用意する
⑥強風・乾燥注意報などが発令され
ているときは、火気の使用を控える
■問農村整備課（☎ 40・7103）／
消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

弘前市りんご販路拡大
支援事業奨励金
　市では、国内外から訪れる観光客
の皆さんに弘前産りんごを味わって
もらうために、旅館・ホテル業者が
料理などで提供するためのりんごや
りんご加工品の購入費用に対して、
奨励金を交付します。

プラネタリウムに絵を飾ろう!!

　中央公民館では、８月のスター
ウィーク（星空に親しむ週間）にち
なみ、７月 20日～８月 21日に弘
前文化センター（下白銀町）プラ
ネタリウム展示ロビーで「スター
ウィーク絵画展」を開催します。
　開催に先がけて、展示する作品を
募集しますので、プラネタリウムに
絵を飾りたい皆さん、奮ってご応募
ください。
▽テーマ　「わたしとおほしさま」
「うちゅうでうんどうかい」「ながれ
ぼしにのって、たびをしよう」
▽応募資格　就学前の幼児
▽応募規定　①紙質は画用紙でサイ
ズは八つ切り／②着色は蛍光ペン・
色鉛筆を使用しない／③自作、未発
表の作品で１人１点／④３つのテー
マの中から１つ選んで描く／⑤作品
のタイトルを作品中に入れない
▽応募方法　作品の裏面に、選んだ
テーマ・タイトル・住所・氏名・年
齢・幼稚園、保育園名・電話番号・
作品返却希望の有無を記入し、折り
曲げないで郵送または持参してくだ
さい。
▽応募締め切り　６月 30 日（月）
必着
▽作品の選考　絵画展期間中のプラ
ネタリウム観覧者の投票により、各
テーマの最も票を集めた作品を優秀
作品とし、プラネタリウム掲示板お
よび同館ホームページで発表しま
す。
▽表彰　優秀作品には賞状と副賞を
贈呈します。
▽作品の返却　優秀作品を除く作品
は、９月 13 日までに返却します。
（優秀作品は９月 12日までプラネ
タリウム展示ロビーで展示）
■問中央公民館（〒036・8356、下
白銀町 19の４、弘前文化センター
内、☎33・6561、火曜日は休み）

文化グループ会員募集

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している「手編
みの会」の会員を募集しています。
あなただけのオリジナルセーター、
オリジナルベストを作ってみません
か。

▽活動日　水曜日の午前９時 15分
～ 11時 45分
※月３回を予定。
▽ところ　弘前文化センター２階第
３会議室
▽内容　カギ針・棒針を使った小物・
セーターなどの製作
▽講師　加藤桃子さん（日本編物検
定協会講師）
▽募集人員　若干名
▽会費　月額1,700円
■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。

技能講習会のお知らせ

【玉掛け技能講習】
▽とき　６月11日～ 14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）
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円（ただし、資格所
持者は 6,760 円。いずれもテキス
ト代1,645円が別途必要）
※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　５月 21日～ 28日の
午前 9時～午後５時
【フォークリフト運転技能講習】
▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝６月 23日～ 26日／大型特殊
自動車運転免許証（カタピラ限定無
し）保有者＝６月23日・24日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前／
実技＝つがる弘前農協河東地区りん
ご施設（悪戸字芦野）
▽定員　10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝ 1万円／大型特殊自動車運
転免許証（カタピラ限定無し）保有
者＝ 4,000 円（いずれも別途テキ
スト代 1,620円が必要）
▽申込期間　６月２日～９日の午前
9時～午後５時

～共通事項～
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35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
※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、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
人による申請はできません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎33・5657）

個人住民税の均等割額が
変わります
　東日本大震災からの復興や防災事
業に必要な財源を確保するために、
平成 26年度から平成 35年度まで
の臨時措置として、個人住民税（市
県民税）の均等割額が年額で1,000
円引き上げられ 5,000 円（市民税
3,500 円、県民税 1,500 円）にな
ります。
■問市民税課（☎40・7025）

軽自動車税の減免

　市では、身体障がい者・戦傷病
者・知的障がい者または精神障がい
者で一定の条件に該当する人に対し
て軽自動車税の減免制度を設けてい
ます。
　該当条件や申請に必要な書類など
については、広報ひろさき５月１日
号をご覧になるか、市民税課諸税係
に問い合わせを。
　平成 26 年度の申請期限は５月
26日となっていますので、早めに
相談、手続きをするようお願いしま
す。
■問市民税課（☎35・1117）

障がい者雇用奨励金

　市では、弘前市内に住所を有する
障がい者を雇用する事業主に対し
て、奨励金を交付します。
▽交付対象　国の特定求職者雇用開
発助成金の支給対象となった障がい
者を、助成金受給終了後も継続して
雇用する事業主

■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

 

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
6/1 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
8 菊池医院（富田町） ☎39・1234
15 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
22 山内整形外科（城東４）☎26・3336
29 吉田クリニック（百石

町） ☎37・6300

耳鼻咽喉科・眼科
6/1 さとう耳鼻咽喉科医院

（田園 4）
☎27・8733

15 おおた眼科（駅前町） ☎38・2333
29 坂本耳鼻咽喉科医院（南

瓦ヶ町）
☎33・6373

歯　科
6/1 なるみ歯科（大清水４）☎38・1115
8 ソレイユ歯科医院（新

町）
☎39・7303

15 梅村歯科クリニック（石
渡１）

☎32・7311

22 鳴海デンタルクリニッ
ク（城東中央３）

☎26・2301

29 川村歯科医院（野田１）☎32・4073

内　科
6/1 千葉胃腸科内科医院（石

渡３）
☎36・7788

8 さがらクリニック（桔梗
野 1） ☎37・2070

15 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 梅村医院（石渡 1） ☎32・3593
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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/

市ホームページのバナー広告も募集中！

　平成26年度の住民税「所得・課税証明書」（25年中の所得分）を６月
10日から発行します。申請の際には、申請者本人（窓口に来た人）であ
ることを確認できるもの（運転免許証、健康保険証など）を持参してくだ
さい。なお、代理人（同居の親族を除く）が申請する場合は、委任状また
は同意書も必要です。
▽交付窓口　市民税課（市役所２階、窓口209）／市民課（市役所１階、総合
窓口）／総合行政窓口（駅前町、ヒロロ３階）／岩木・相馬総合支所民生課
／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
▽受付時間　平日の午前８時半～午後５時
※総合行政窓口＝平日…午前 8時半～午後 7時、土・日曜日、祝日…午
前8時半～午後５時。
▽手数料　１通＝300円
▽問い合わせ先　市民税課諸税係（☎35・1117）

市民税課からのお知らせです

住民税に関する
証明書の発行
　　 6 月 10 日～

▽とき　６月21日（土）、午後７時半打ち上げ開始
※雨天決行。大雨・強風の場合は順延します（順延日
…22日）。
▽ところ　悪戸河川敷運動場
▽チケット取扱場所　弘前商工会議所（☎ 33・
4111）／岩木山商工会（☎ 82・3325）／成岩商
店（五所字野沢、☎84・2012）／イトーヨーカドー
弘前店（☎ 33・5511）／さくら野弘前店（☎ 26・
1120）／中三弘前店（☎34・3131）／ヒロロ（☎
35・0123）／インターネットでも購入可（下記ホー
ムページから）
※６月16日以降は弘前商工会議所のみで販売。
▽その他　当日、会場内で「花火 de合コン」を開催
（チケットは中三弘前店のみ）。また、午後４時からの
ステージアトラクションでカラオケ大会を実施します
（10人程度。事前の申し込みが必要）
▽問い合わせ先　ひろさき市民花火の集い実行委員会
（弘前商工会議所内、☎ 33・4111、ホームページ
http://www.hiro-hanabi.com/）
※チケットの種類・料金および当日の駐車場や交通規
制など詳しくは、広報ひろさき５月１日号と同時配布
したチラシをご覧ください。

　市内の古木・名木を樹木医がガイドします。間近で
観察し、自然の力強さを感じてください。
▽とき　６月１4日（土）、午前９時～午後１時
※雨天決行。
▽集合場所　藤田記念庭園（上白銀町）
▽ツアールート　①マサキ・サルスベリ（樹木）→②
イチイ・アイアカマツほか（新寺町）→③カスミザク
ラ・スギ林・スギ並木・ハコネウツギ・ダケモミ・ユ
リノキ・オオモミジ（西茂森町）→藤田記念庭園解散

※バス移動あり。
▽対象　中学生以上＝
20人（先着順）
▽参加料　1,000円
※事前の申し込みが必
要。
▽持ち物　雨具、タオル、動きやすい服装
▽問い合わせ・申込先　市みどりの協会（☎ 33・
8733）

樹木医と巡る古木・名木ツアー

第９回
古都ひろさき花火の集い


