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　４月の市長選挙で再選後初めて招集した平成 26年第 1回
市議会臨時会の初日（5月 16日）、葛西市長は施政方針演説
を行い、新たな任期に向けた決意を表明しました。
　本号では、演説の内容を一部抜粋して紹介します。

施政方針ｈｉｒｏｓａｋｉｈｉｒｏｓａｋｉ
［広報ひろさき］
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　本年度も昨年度に引き続き、自治
体国際化協会が行う外国青年招致事
業の国際交流員として崔永先（チェ・
ヨンソン）さんが市国際広域観光課
で勤務しています。
　崔さんは韓国冨川（プチョン）市
の出身で、着任前は日本語教師とし
て働いていました。現在は海外、特
に韓国に向けた弘前市のPRや観光
客の誘致に関する業務を行っていま
す。また、PRの一環として、弘前
市シティプロモーションの韓国語版
Facebook や、ブログを日々更新
しています。
　国際交流員は弘前と韓国の懸け橋

として、国際交流団体の活動に参加
することが可能です。国際交流活動
への派遣を希望する場合には、「弘
前市国際交流員の活用に関する要
領」に定められた事務手続きが必要
となります。要領や申請様式は市
ホームページからダウンロードでき
ます。
※活用の制限や条件など詳しくはお
問い合わせください。
■問い合わせ・申込先　国際広域観
光課（☎ 40・7017、ホームペー
ジ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kakuka2/HSC01-
0000001191/index.html）

国際交流員からの
お知らせ

　ヨロブン、アンニョンハセヨ（皆
さん、こんにちは）。
　岩木山が大好きな韓国出身の弘前
市国際交流員の崔永先です。弘前ノ
ムチョアヨ（大好きです）。韓国向
けの弘前市PR活動と共に、皆さん
と触れ合う楽しい交流も頑張りたい
と思います。韓国のことなら、いつ
でも気軽に声を掛けてくださいね。
今年も、チャルプタクトゥリムニダ
（よろしくお願いします）。

【本人コメント】

※本年度は、崔さんから見た弘前の魅力について、広報ひろさきの紙面でも随
時お伝えする予定です。どうぞお楽しみに！

　私は、「ひろさき一新」、「活力と
誇りの持てる弘前に」を理念とし
て、「子ども達の笑顔あふれる弘前
に」を目標に、市民の皆さんととも
に築き上げていくことを自身の使命
とし、これまでの４年間、スピード
感と発想力、そして決断力を持って
市政の運営にまい進してきました。
　市民の皆さんとの対話を何度も重
ね、その声が市政に届き、形となっ
て市民生活に反映されること、この
ことに、私は特に意を用いてきまし
た。
　さらに、行財政改革についても、
経済対策、子育て、健康づくり、雪
対策など多くの政策を展開しつつ
も、財政の健全化にも意を用いて市
政を進めてきました。
　これまでの変化により、弘前市は
着実に前進し続けてきたと思ってい
ますが、将来の自立した地域づくり
のためには、これからの人口減少問
題への対応は、極めて重要であると
考えています。
　ふるさと弘前の更なる発展につな
げていくためには、行政だけではな
く、高まった市民力や地域力、知恵
を結集して「オール弘前」体制を構
築し、地域自らが元気や活力を生み
出し自立した地域を創る、地域経営
型の市政運営が必要であると考えて

います。
　これまでの歩みを止めることな
く、着実に進めていくためにも、市
民の皆さんが安心して心豊かに笑顔
で暮らせるよう「子ども達の笑顔あ
ふれる弘前づくり」に向けて、行政
の仕事力を結集し、なお一層精励す
る所存であります。
　私が目指す「子ども達の笑顔あふ
れる弘前に」は、弘前の現在と 20
年後の未来への私の強い想いが込め
られています。
　私は、引き続き、弘前を「子ども
達の笑顔あふれるまち」にする、そ
の断固たる決意をもって、未来へ向
かって突き進んでいきます。
　そして今般、20年後の弘前市の
未来を思い描き、「弘前市経営計画」
を取りまとめました。
　本計画は、20年という長期的な
地域づくりの目標を掲げつつ、市長
任期に合わせ平成 26年度からの４
年間を計画期間とする一つの計画に
まとめたもので、私にとっても大き
なチャレンジですが、この期間に責
任をもってしっかりと計画を進める
決意であります。
　本計画では、20年後の将来都市
像の実現に向け、様々な分野の取り
組みを網羅的・総合的に配置した上
で、数ある課題の中でも全国的に大

きな課題となっている人口減少対策
を本市の最重要課題として設定し、
人口減少による影響の緩和に向けた
取り組みを「笑顔ひろさき重点プロ
ジェクト」として位置づけ、分野横
断的に推進することとしています。
　計画の推進にあたっては、行政、
市民等の連携・協力体制を一層進化
させ、20年後の将来都市像の実現
に向けて、「オール弘前」による地
域経営を行っていきます。
　地域経営を実現するためには、本
計画を中心として、各主体が密接に
コミュニケーションを図り、地域づ
くりに関する情報や目的意識を共有
することが重要であり、そのため、
計画の進ちょく状況の確認やその内
容の評価・見直しといったマネジメ
ントについても、計画策定プロセス
と同様、社会情勢などさまざまな背
景を加味しながら、市民等と一体と
なり実施していきます。
　今後４年間、弘前市の市政を担う
こととなりましたが、市民から選ば
れた者として、その責任の重さを痛
感しているところであり、常に市民
の幸せと、「子ども達の笑顔あふれ
るまち」弘前の 20年後の未来を願
い、市政運営を行っていきますので、
市民の皆さん並びに議員各位の御理
解と御協力を賜りたいと存じます。
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【今号の表紙】

　弘前さくらまつりの期間に合わせて行われ
た夜間ライトアップ。北の郭からは2つの天
守と桜が。ライトアップされた天守と桜、内
濠の水面に映る天守と桜。この２つの天守と
桜が作り出す幻想的な風景は多くの市民や観
光客を魅了しました。その風景は、100 年
ぶりの石垣の修理に伴い、しばらく見られな
くなります。（関係記事を４・５ページに掲載）

２つの天守と桜
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　市民をはじめ、多くの人に親しまれてきた弘前城。
本丸東面の石垣には、以前から膨らみ（写真⑩天守
手前部分が波を打っているように見えます）が確認
されており、崩落する危険性があることから、昨年
度から石垣修理事業に着手し、今年の秋ごろには内
濠の埋め立てが始まります。水面に映る天守と桜は
しばらく見ることができなくなりますが、市のシン
ボルでもある弘前城の石垣がよみがえり、またこの
姿を見せてくれるときを待ちましょう。
※天守の移動は平成27年のさくらまつり後を予定
しているため、来年も天守の位置は変わることなく
さくらまつりが楽しめます。

弘前さくらまつり～天守と内濠と桜～

①天守／②下乗橋付近の満開のソメイ
ヨシノ／③下乗橋と花筏（いかだ）／
④本丸からの北の郭と鷹丘橋／⑤内濠
の水面に映る天守／⑥ライトアップさ
れた天守と御滝桜／⑦本丸のヤエベニ
シダレ／⑧内濠の水面に映る鷹丘橋／
⑨上空からの本丸（天守・下乗橋・内濠）
／⑩北の郭からの天守と内濠の花筏

４

7
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　学生のころから毎年２人でここ（北の郭）に来て
花見を楽しんでいます。この風景が見られなくなる
こともあって、ここを結婚式の前撮りの場所にしま
した。毎年見ていたお城と内濠の風景が見られなく
なるのはとても寂しいですが、石垣の修理が終わっ
たら、またここで写真を撮りたいです。

●来園者へのインタビュー

齋
藤
傑
さ
ん
・
理
世
さ
ん

　４月 23日から５月６日にかけて弘前公園で開催された弘前さくらまつり。42年
ぶりにまつりの開会と桜の開花が同日となった今年のさくらまつりは、ソメイヨシノ
が27日に満開となり、ヤエベニシダレも26日に開花し会期を通して市民や観光客
を楽しませてくれました。また、天候にも恵まれ、昨年に比べ 28万人増の 230万
人の人出を記録しました。

３

この姿を再び…

１

２

５
６
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病院事業

土地 1,448 万 1,339㎡
うち山林 762万 5,000㎡
建物 70万 3,763㎡
有価証券 2億 8,075 万円
出資による権利 8億 1,085 万円
債権 6億 1,353 万円

基
金

現金 102億 9,440 万円
国債など 27億 4,849 万円
立木 15万 7,851㎥
土地など 6万 8,266㎡

自動車 393台

平成25年度  歳入歳出予算の執行状況
　市の財政状況は、毎年６月と 12月の２回、本誌で紹介しています。１回目となる今号では、
平成 25年度の予算執行状況（平成 26年３月 31日現在）を中心にお知らせします。詳しい内
容については、財務政策課（☎35・1110）へお問い合わせください。
※金額は１万円未満を四捨五入しているため、合計額が合わない項目があります。

一般会計

市有財産
　市有財産とは、市所有の建物や土地のほか、特定の
目的のために積み立てる基金などの財産のことです。
※平成26年３月31日現在。病院・水道・下水道を除く。

企業会計

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

医業収益 38億 6,187 万円 37億 6,338 万円 97.4％
　入院収益 26億 3,530 万円 24億 292万円 91.2％
　外来収益 10億 5,042 万円 11億 8,476 万円 112.8％
　その他医業収益 1億 7,615 万円 1億 7,570 万円 99.7％
医業外収益 5億 3,026 万円 5億 2,915 万円 99.8％
特別利益 5,371 万円 5,403 万円 100.6％
合計 44億 4,584 万円 43億 4,656 万円 97.8％

収
益
的
収
支

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

医業費用 45億 2,048 万円 43億 3,134 万円 95.8％
　給与費 22億 9,020 万円 22億 4,751 万円 98.1％
　材料費 10億 5,590 万円 10億 2,715 万円 97.3％
　経費 8億 8,236 万円 7億 6,993 万円 87.3％
　その他 2億 9,202 万円 2億 8,675 万円 98.2％
医業外費用 6,799 万円 6,662 万円 98.0％
特別損失 3,586 万円 1,263 万円 35.2％
合計 46億 2,433 万円 44億 1,059 万円 95.4％

資
本
的
収
支

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

企業債 2,060 万円 1,550 万円 75.2％
出資金 1億 948万円 1億 750万円 98.2％
補助金 1,569 万円 1,084 万円 69.1％
合計 1億 4,577 万円 1億 3,384 万円 91.8％

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

建設改良費 7,147 万円 5,954 万円 83.3％

企業債償還金 1億 2,796 万円 1億 2,796 万円 100.0％

合計 1億 9,943 万円 1億 8,750 万円 94.0％

問い合わせ先　市立病院総務課総務係（☎ 34・3211）

問い合わせ先　上下水道部（☎ 36・8100）水道事業

会計区分 予算現額 収入済額 収入率

国民健康保険 236億 2,484 万円
183億 9,946 万円 77.9％

支出済額 執行率
206 億 7,280 万円 87.5％

会計区分 予算現額 収入済額 収入率

後期高齢者医療 16億 6,355 万円
15億 7,991 万円 95.0％
支出済額 執行率

16 億 4,712 万円 99.0％
会計区分 予算現額 収入済額 収入率

介護保険 176億 9,614 万円
146億 9,486 万円 83.0％

支出済額 執行率
163 億 822万円 92.2％

会計区分 予算現額 収入済額 収入率

岩木観光施設事業 5億 6,707 万円
2億 1,061 万円 37.1％
支出済額 執行率
4 億 3,796 万円 77.2％

特別会計

市債の状況

　市債とは、市が多額の経費を
要する事業を行う場合に、国な
どから借り入れをするもので、
その借入金を財源として事業
を進めています。この借入金
は、長期にわたり計画的に返済
を行うことから、世代間の公平
化が図られます。

一般会計・特別会計
787億 5,962万円

土木 211億 4,395 万円
教育 101億 7,830 万円
総務 46億 1,713 万円
公営住宅 31億 6,020 万円
市民会館 26億 4,986 万円
給食 22億 6,713 万円
農林水産 19億 6,130 万円
衛生 17億 9,101万円
商工 9億 3,691 万円
民生 7億 4,664 万円
その他 293億 719万円

市債残高合計  
　1,470億 865万円

企業会計
682億 4,903万円

下水会計 491億 8,116 万円
水道会計 173億 6,365 万円
病院会計 17億 422万円

　　市民一人当たり　　82万円
　　一世帯当たり　 　187万円
　※平成26年３月31日現在。

0（億円） 50 100 150 200 250

資
本
的
収
支

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

資本的収入 19億 8,867 万円 18億 3,397 万円 92.2％

合計 19億 8,867 万円 18億 3,397 万円 92.2％

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

資本的支出 41億 9,263 万円 39億 6,000 万円 94.5％

合計 41億 9,263 万円 39億 6,000 万円 94.5％

資
本
的
収
支

収
益
的
収
支

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

下水道事業収益 49億 9,917 万円 50億 1,998 万円 100.4％

合計 49億 9,917 万円 50億 1,998 万円 100.4％

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

下水道事業費用 48億 4,707 万円 48億 2,514 万円 99.5％

合計 48億 4,707 万円 48億 2,514 万円 99.5％

問い合わせ先　上下水道部（☎ 36・8100）下水道事業

一時借入金
残高の状況

　一時借入金とは、一時的
に支払資金が不足する場合
に、年度内に返済することを
条件に、金融機関などから
借り入れる資金のことです。

49億 6,129万円
※平成 26年３月 31日現在。

資
本
的
収
支

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

上水道資本的収入 16億 4,319 万円 13億 7,418 万円 83.6％
簡易水道資本的収入 2億 5,203 万円 2億 5,173 万円 99.9％
合計 18億 9,522 万円 16億 2,591 万円 85.8％

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

上水道資本的支出 29億 1,263 万円 26億 1,624 万円 89.8％
簡易水道資本的支出 3億 4,425 万円 3億 4,340 万円 99.8％
合計 32億 5,688 万円 29億 5,964 万円 90.9％

資
本
的
収
支

収
益
的
収
支

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

上水道事業収益 39億 7,408 万円 39億 7,317 万円 99.9％
簡易水道事業収益 2億 3,429 万円 2億 3,611 万円 100.8％
合計 42億 837万円 42億 928万円 100.0％

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

上水道事業費用 35億 3,802 万円 34億 9,263 万円 98.7％
簡易水道事業費用 3億 1,788 万円 3億 2,826 万円 103.3％
合計 38億 5,590 万円 38億 2,089 万円 99.1％
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支給要件・支給額
【臨時福祉給付金】
▽支給対象者　基準日（平成26年１月１日）時点で
市内に住民登録があり、平成26年度の市民税（均等
割）が課税されていない人
※市民税（均等割）が課税されている人の扶養親族な
どや生活保護の受給者などは除く。
※平成26年度の市民税課税決定は６月中旬を予定し
ています。また、市民税の課税に関する電話での問い
合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
▽支給額　支給対象者１人につき１万円
※ほかに基礎年金や児童扶養手当などの受給者は、１
人につき5,000円加算。
【子育て世帯臨時特例給付金】
▽支給対象者　基準日（平成26年１月１日）時点で
市内に住民登録があり、平成26年１月分の児童手当
（特例給付を含む）の受給者で、平成 25年中の所得
が児童手当の所得制限限度額に満たない人
▽対象児童　支給対象者の平成26年１月分の児童手
当（特例給付を含む）の対象となる児童
※臨時福祉給付金の支給対象となる児童や生活保護を
受給されている世帯の児童などは除く。
▽支給額　対象児童１人につき１万円

申請方法・申請受付期間など

▽申請方法　
　それぞれの支給要件を満たした支給対象者（公務員
を除きます）には、７月中旬から弘前市より申請書な
どが送付されます。送付された申請書に「本人確認書
類（写真付の住民基本台帳カード、運転免許証、パス
ポートなどの写し）」と「指定した口座が確認できる
書類」を貼付し、返信用封筒に入れて郵送もしくは窓
口にて申請してください。
　公務員の人は、所属庁から配布された申請書に上記
書類を貼付し、〒036・8551「臨時給付金対策室」（住
所の記載は不要）へ郵送するか、臨時給付金申請特設
コーナーへ持参してください（郵送に係る費用は自己

負担となりますのでご了承ください）。
▽申請受付期間　７月 23日～ 10月 22日（当日消
印有効）
▽申請相談窓口　臨時給付金申請特設コーナー（市役
所２階）
▽給付金の受取方法　申請書に記載した指定口座に入
金されます。ただし、金融機関口座を持っていないな
ど、振り込みによる支給が困難な場合に限り現金で受
け取ることができます。

その他注意事項など

▽支給に関する注意事項
○受け取ることができるのはどちらか１つの給付金と
なります。
○原則として、申請受付期間外の申請や基準日（平成
26年１月１日）時点で市内に住民登録がない人の申
請は受け付けられません。
○申請受付期間などは各市区町村により異なりますの
で、当市以外が申請先となる人は、事前にその市区町
村に問い合わせるか、ホームページなどで確認してく
ださい。
▽配偶者からの暴力を理由に避難している人へ
　配偶者からの暴力を理由に避難しており、配偶者と
生計を別にしているが、事情により基準日（平成 26
年１月１日）において市内に住民登録がない人で一定
の要件を満たす人は、手続きをすることにより支給申
請を行うことができます。申請方法について詳しく知
りたい人は、お問い合わせください。
▽給付金をよそおった振り込め詐欺について
　市や厚生労働省の職員などが銀行やコンビニなどの
ＡＴＭ（現金自動支払機）の操作をお願いすること
や、給付金支給のために手数料を振り込んでもらうこ
とは絶対にありませんので、十分ご注意ください。ま
た、ご自宅や職場などにそのような電話がかかってき
たり、郵便物が届いたら、迷わずに臨時給付金対策
室や最寄りの警察署、または警察相談専用電話（☎
＃9110）へご連絡ください。
■問い合わせ先　臨時給付金対策室（☎40・7120）

臨時福祉給付金・臨時福祉給付金・
子育て世帯臨時特例給付金子育て世帯臨時特例給付金
臨時福祉給付金・
子育て世帯臨時特例給付金

　消費税率の引き上げによる低所得者および子育て世帯に与える負担の影響を緩和するため、本年度
に限り臨時的に実施する２つの給付措置についてお知らせします。

　市教育委員会では、「弘前市経営計画」の教育およ
びひとづくりに関する政策と連動し教育政策を総合的
に推進するための指針として「弘前市教育振興基本計
画」の策定を行っています。
　このたび、計画の原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）を実施しています。
▽募集期間　６月10日（必着）まで
▽計画（案）の閲覧方法
○市および市教育委員会のホームページ
○次の場所で閲覧
　教育政策課（賀田１丁目、岩木庁舎２階）、市役所
総合案内（上白銀町、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、「弘前市教育振興基本計画（案）
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・1393、賀田１丁目１の１、教育政
策課あて
②教育政策課へ直接持参
③ファクス…82・2313
④Ｅメール…kyouikuseisaku@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　教育政策課（☎82・1639）

弘前市教育振興基本計画（案）への
パブリックコメントを実施しています

意見や提案をお
寄せください

弘前市子ども会活動推進事業を実施します事業実施団体を
募集します

　市では、地域が一体となって子ども会活動を推進す
る環境を醸成するため、子どもの心身の健全な育成と
地域コミュニティの活性化につながる事業を募集し、
審査会を経て採択された事業に対して、その事業にか
かる経費の一部を助成します。平成25年度は７事業
が採択され、補助金が交付されました。
　今回、平成26年度の募集を行いますので、皆さん
からの事業の提案をお待ちしています。
▽募集期間　６月１日～30日（事業実施期間…７月
20日～平成 27年３月 31日）
▽補助金額　５万円を上限とし、次のいずれか少ない
額
①補助対象経費の実支出額の90％以内の額
②補助事業の支出総額から補助金以外の収入（補助対
象経費に充当する他の補助金などの収入）を除いた額

▽申請方法　所定の書類を中央公民館へ直接持参する
か、郵送で提出してください。
※事業の詳細や申請書類などは、同館で配布するほか、
同館ホームページに掲載しています。なお、相談は随
時受け付けていますので、気軽に問い合わせを。
■問い合わせ・提出先　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）

申請受付は
７月23日から

◆平成25年度実施事業・実施団体
事業名 団体名

りんご甘酒地域を結ぶ 北地区青少年育成委員会
豊田地区リーダー研修会 豊田地区青少年育成委員会
キャンプ教室 上桔梗野町会
時敏地区子供会リーダー養成事業 時敏地区青少年育成委員会
町内子ども会異世代交流の集い 三八町会子ども会
中学生　東目屋・西目屋合同研修 東目屋地区青少年育成委員会
郷土料理継承事業 下町地区青少年育成委員会
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　市では、全国的に社会問題化している空き家・危険
家屋に対し総合的に対策を推進するため、条例を制定
することにしました。
　このたび、条例の骨子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）を実施しています。
▽募集期間　６月16日（必着）まで
▽条例の骨子案の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧
　建築指導課（上白銀町、市役所５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本条例の骨子案に
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、「弘前市空き家・危険家屋の活用・
適正管理等に関する条例の骨子案への意見」など）を
記入し、次のいずれかの方法で提出を。
①郵送…〒036・8551、上白銀町１の１、建築指導
課あて
②建築指導課へ直接持参
③ファクス…35・3765
④Ｅメール…kenchikushidou@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、条例制定
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　建築指導課（☎40・7053）

（仮称）弘前市空き家・危険家屋の活用・適正管理
等に関する条例の骨子案へのパブリックコメントを
実施しています

市民の皆さんか
ら意見や提案を
募集します

クールビズ（COOL  BIZ）を今年も実施しますちょっとした工夫
で省エネできます

　地球温暖化防止のため、当市では６月１日～９月
30日に夏場の軽装「クールビズ」を実施します。
　環境省が提唱・実施している「クールビズ」は、冷
房時の室温を 28℃にしたオフィスで快適に仕事をす
るための、ノーネクタイ・ノー上着ファッションのこ
とで、夏を涼しく過ごすための新しいビジネススタイ
ルという意味が込められています。
　室温が 28℃だと、少し暑いと感じる人もいると思
いますが、上着を脱いでネクタイを外せば、体感温度

は約２℃下がります。このようにちょっと工夫するだ
けで、快適に過ごすことができます。なお、冷房の温
度設定を 27℃から 28℃にすると、年間で 30.24 ｋ
Ｗｈの省エネにつながるといわれています（省エネル
ギーセンター「家庭の省エネ大辞典」より）。
　最近は、涼感素材の衣類や涼感グッズも数多く販売
されています。暑い夏場を、楽しみながら涼しく過ご
しませんか。
■問い合わせ先　環境管理課（☎40・7035）

◇家庭でできる夏の節電のポイント
エアコン…夏場の電力使用量増加の原因となるエアコンは、必要な時だけ使うようにしましょう
節電のポイント 設定温度は 28℃を目安に／扇風機などを使用し、空気を循環させながら使用する／こまめにON/OFF を切り替え

る／フィルターはこまめに清掃する／カーテンやすだれを使って、直射日光を避ける
クッキング…調理方法をよく考え、効率よく調理しましょう
節電のポイント ご飯は炊飯器で保温するより、電子レンジで温めましょう／電気ポットはコンセントを抜き、必要なときに沸かし

直す／食器はため洗いし、給湯器の使用時間を短くする
洗濯・風呂・トイレ…洗濯機や風呂給湯器は計画的に効率よく使用しましょう
節電のポイント 洗濯物はまとめて洗う／間隔を空けずに入浴し、給湯器の使用時間を短くする／夏場は暖房便座を使用しない／温

水洗浄便座の洗浄水の設定温度は低めにする
冷蔵庫…24時間 365日使用している冷蔵庫ですが、少し気を付けるだけで簡単に節電できます
節電のポイント 設定温度を「高」から「中」や「小」にする／物を詰め込み過ぎないようにする／熱い物は冷ましてから入れる／

開け閉めの回数を減らす／開けている時間を短縮する
その他…電化製品の使用時間を短くしたり、長時間使用しない場合はコンセントを抜いたりして、待機電力を発生させないようにし
ましょう
節電のポイント 照明はこまめに消す／白熱電球から省エネ型の蛍光ランプや LEDランプに取り替える／テレビは見たい番組だけ

を選んで見る／テレビを消す時は主電源を切る／部屋を片付けてから掃除機をかける／髪を乾かすときは、タオル
で十分乾かし、ドライヤーの使用時間を短くする／夜早く寝て朝型の生活に切り換える

地籍調査　～「地籍」は土地の「戸籍」です～調査にご協力
ください

　地籍調査は、土地登記の単位である「筆」ごとに、
所有者・地番・地目および境界の調査・測量を行い、「地
籍図」や「地籍簿」を作成する事業です。皆さんの財
産である土地の保全に万全を期するため、調査にご協
力をお願いします。
▽平成26年度調査実施予定地
外瀬１丁目・２丁目、藤野１丁目・２丁目、萢中字岩
井の一部
▽調査面積　0.52㎢（52㌶）
▽土地所有者へのお願い
あらかじめ隣接する土地の所有者と土地の境界を確認
しておいてください／土地の境界が雑草などで確認し
にくい場所は、刈り払いなどをし、境界を明らかにし
ておいてください／立ち会いについては登記名義人に
通知しますので、売買などがあり登記が済んでいない
場合は、早めに登記手続きをしておいてください
■問い合わせ先　農村整備課（☎40・7103）

地籍調査の進め方
６月中旬 地元の集会所で説明会開催

７月上旬

現地調査開始
・立会通知書（はがき）の送付…現地調査
の対象地や立ち会いの日時、集合場所のお
知らせ
・現地調査当日※…立会通知書（はがき）
に記載された場所に集合（本人が立ち会い
できない場合は代理人）

７月以降 測量を行い、地籍図・地籍簿を作製

平成27年
２月中旬～
３月上旬

作製した地籍図・地籍簿の閲覧※
・地元の集会所および市農村整備課で 20
日間実施

↓
閲覧の結果、異議がなければ県の認証を経
て法務局へ

↓
調査結果に基づき登記簿を訂正
地籍図は公図として法務局に備え付け

「※」の際には、本人の参加・立ち合い・確認が必要です。

「学都弘前」学生地域活動成果発表会
　大学生が企画・実施する活動に必要な経費の一部を助成する
「学都弘前」学生地域活動支援事業の平成 25年度の成果発表
会を開催します。
▽とき　６月11日（水）、午後６時半～８時半（午後６時開場）
▽ところ　弘前大学（文京町）コラボ弘大　八甲田ホール
▽発表活動　りんごハロウィン装飾事業／スティールパンとグ
ラスハープの共演コンサート／囃子でみんなを笑顔に！プロ
ジェクトⅡ／弘前大学フランス語HPオフ会活動（フランス語
サークル）による複言語・複文化プロジェクト「まちをキャン
パスに！」（フランス語モデル）事業／東日本大震災復興支援
活動報告会・ワークショップ事業／フリーペーパーによる地域
振興事業／劇団プランクスター市民・学生交流企画公演
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【「学都弘前」学生地域活動支援事業募集】
　現在、26年度に実施する事業を募集しています。学生の皆
さんの提案をお待ちしています。制度の詳細は市ホームページ
をご覧ください。
■問い合せ先　行政経営課（☎40・7021）

電動式生ごみ処理機電動式生ごみ処理機
を貸し出します！
電動式生ごみ処理機
を貸し出します！
　電動式生ごみ処理機（乾燥式またはバ
イオ式）の効果や利便性などを体験し、
生ごみ減量の手軽さを理解してもらい、
ごみの減量を進めるため、生ごみ処理機
を無料で貸し出します。
▽対象　①市内に在住の人（事業所など
は除く。一般家庭に限る）／②生ごみ処
理機の設置場所を確保できる人／③生ご
み処理機を適正に維持できる人／④生ご
み処理機を環境事業所まで取りに来るこ
とができる人
▽貸出期間　最大１年間
▽申し込み方法　事前に電話で貸し出し
状況を確認し、認め印、運転免許証など
の身分証明書を持参の上、環境事業所（町
田字筒井）へおいでください。
※生ごみ処理機の電気代は自己負担。
■問い合せ先・申込先　環境管理課環境
事業所（☎35・1130）
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◆弘前リードマン事業とは？…次の弘前を担い、創る、
地域活動の実践者を「弘前リードマン」に認定し、市
民の皆さんのもとに派遣して“理念・心・想い”を伝え
ることで、地域活動の推進を図ろうとする事業です。
◆どんな人が利用できるの？…①市内に在住・在勤・
在学する人であること／②派遣先が市内で、会場など
の準備が整っていること／③参集人員が10人以上で
あること／④営利、政治、宗教活動を目的としないこと
※職場や学校・大学のサークルなどでも構いません。
◆利用日と時間は？…利用日はリードマンの派遣予定
日から選び、時間は利用者が設定して申し込みを。
◆必ず派遣できるの？…予算の都合上、回数に制限が
ありますので、派遣できないことがあります。また、
複数の申込者による合同開催や日時の調整などをお願
いする場合があります。
◆利用料は？…派遣に要する費用は発生しません。

◆会場は？…会場の手配や準備、後片付け、会場費の
負担、派遣事業の進行などは、利用者にお願いします。
なお、会場は弘前市内としてください。
◆申し込み方法は？…「弘前リードマン派遣事業申込
書」に必要事項を記入し、それぞれの申込期間内  に、
行政経営課に直接持参か、郵送、ファクスまたはＥメー
ルで申し込みを。
※申込書は行政経営課や岩木・相馬の各総合支所など
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。
◆その他…利用した感想を「弘前リードマン派遣事業
利用報告書」で提出してもらいます。
■問い合わせ・申込先　行政経営課（〒 036・8551、
上白銀町１の１、市役所３階、☎ 40・7021、ファクス
35・7956、Ｅメール gyoseikeiei@city.hirosaki.
lg.jp）

◆リードマンの派遣予定期日・活動内容
氏　名 派遣予定日 活動内容

佐藤初女さん（森のイスキア） ①７月２日または 10日に１回
／②11月４日～７日に１回

講演＝“食と心～食による心の癒し～”をテーマとした「食べる
ことは命の移し替え」…所要時間約１時間半

一條敦子さん（ふれ～ふれ～ファ
ミリー）

７月～平成27年１月に２回 ワークショップ・まち歩きなど＝“まちづくりの魅力”をテーマ
とした「街の楽しさを創り出そう」…所要時間約２時間

南直之進さん（巨大アップルパ
イギネスに挑戦する会事務局長）

７月～平成27年１月に２回 講演＝“社会貢献活動”をテーマとした「巨大アップルパイ」…
所要時間約１時間

宮川克己さん（TEKUTEKU 編
集部）

７月～平成27年１月に２回 講演・実習＝“ひろさき・魅力・発信”をテーマとした「『ひろさき』
らしさ再発見！」…所要時間約２時間半

片山良子さん（エッセイスト） ７月～平成27年３月に２回 講演＝“津軽－ミル・シル・カタル”をテーマとした「津軽楽し
や　楽しや津軽」…所要時間約１時間半

村田孝嗣さん（ひろさき環境パー
トナーシップ21自然環境グルー
プリーダー）

７月～平成27年３月に２回 講演・野外実習＝“ふるさとの自然を楽しみ豊かな心を育てる”
をテーマとした「身近な自然に親しもう！」…所要時間約２時間
半

清野優美子さん（弘前地区生活
改善グループ連絡協議会会長）

７月～平成27年３月に２回 講演・実習＝“食育”をテーマとした「おふくろの味と袋の味」…
所要時間約２時間

樋川新一さん（弘前アクターズ
スクール代表）

７月～平成27年３月に２回 講演＝“夢（思い）と行動”をテーマとした「置かれた場所で、
夢を形にする方法」…所要時間約１時間半

　弘前リードマンである、佐藤初女さん・一條敦子さん・南直之進さん・宮川克己さん・片山良子さん・村
田孝嗣さん・清野優美子さん・樋川新一さんの8人を講演やワークショップなどの開催のため派遣します。

平成26年度弘前リードマン派遣事業地域活動推進にお
役立てください

※申込期間…佐藤初女さんについては、①６月１日～15日、②６月１日～９月30日、そのほかのリードマンは
６月１日から随時。なお、開催日の45日前までに申し込んでください。／活動内容…ご希望により、内容や時間
などを調整します。

　弘前のいろいろなことについてのクイズだよ。答えはどこかのページに隠れて
いるから探してね！

【質問】
　桜の花が有名な弘前だけど、
同じく有名なりんごの花もとて
もきれい。そのりんごの花は右
のどちらかかわかるかな？

  

教
え

て！
たか丸くん
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弘前市社会福祉問題対策協議会の委員を募集市民の皆さんから
公募します

　市では、市が行う社会福祉施策全般における諸問題
について、調査・協議し、適切な施策の推進を行うた
め、弘前市社会福祉問題対策協議会を設置しています。
　今回、この協議会の委員を募集しますので、奮って
ご応募ください。
▽応募資格　市内に在住する平成６年４月１日以前に
生まれた市民（議員、公務員を除く）
※現在、既に市の審議会などの委員になっている人は
ご遠慮ください。
▽募集人員　３人程度
▽募集期間　６月１日～30日（必着）
▽活動内容　市が行う社会福祉施策全般における諸問
題についての調査・協議／主に福祉避難所および災害
時要援護者関係をテーマとした協議（予定）
▽任期・会議の開催など　任期は委嘱した日から２年
間。会議は年２回程度、原則として平日の日中に開催
予定
▽報酬　委員長に１万 2,100 円、委員に１万円を支

給（いずれも日額）
▽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社会福祉に関する知識経験など
③「私の考える社会福祉施策について（弘前にはどの
ような福祉施策が必要か、またその理由など）」をテー
マとした作文（600～ 800字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、福祉政策課（市役所１階、
窓口160）で配布しています。
▽選考・発表　応募書類の記載事項を審査の上、選考
し、結果は応募者全員に書面で通知します。
■問い合わせ・提出先　福祉政策課総務係（〒036・
8551、上白銀町１の１、☎ 40・7037、Ｅメール
fukusiseisaku@city.hirosaki.lg.jp）

【育児休業代替任期付職員】
　育児休業を取得する職員の代替として勤務する正
規職員（名簿登載）を募集します。任期は６ヶ月以
上３年未満で、職員の育児休業期間に応じて設定さ
れます。任期があることと育児休業・育児短時間勤
務ができないこと以外の勤務条件は、一般の職員と
同様です。
▽資格　日本国籍を有し、昭和45年４月２日から
平成８年４月１日までに生まれた人
▽名簿登載予定　５人
※名簿に登載されても採用されない場合がありま
す。
▽第１次試験日　７月６日（日）
▽第１次試験会場　市民会館（下白銀町）
▽試験科目　適性検査、教養試験、性格検査
▽受験申込書等の提出方法　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 16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）

市職員募集

　東消防署（城東中央５丁目 )は隣（北側）の新
庁舎へ引っ越し、暫定運用を開始しました。
　なお、全面供用開始までの間、旧庁舎の解体工
事をはじめとする各種工事を引き続き行います。
年内は、工事で不便をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
　また、来庁者用の出入り口はこれまでと変更あ
りませんが、国道７号線側の通路は緊急車両専用
となりますので、ご注意ください。
※住所や電話番号、ファクス番号はこれまでと変
更ありませ
ん。
■問い合わ
せ先　東消
防 署（ ☎
27･1151、
フ ァ ク ス
27･8773）
または消防
本部総務課
（本町、☎
32･5102）

東消防署は新庁舎へ
引っ越しました
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市民参加型まちづくり１％システム　実施事業紹介

　このコーナーでは、「市民参加型まちづくり１％システム」を活用し、実施された事業を紹介しています。
今号は下記の２事業です。

 

▽実施団体　常盤野町会
▽事業内容　災害に強い地域づくりを推進するため、町会一斉避難訓練、町内防災教室、子ど
も防災キャンプや町会防災マップ作りなどを実施しました。１年間を通して防災活動を行うこ
とで、いざという時のための技術を習得することができたほか、子ども対象の防災キャンプをしたことで子どもたち
も救急法などを学ぶことができ、地域住民の防災に対する意識を向上させるきっかけを作ることができました。
▽事業費／補助金額　59万 3,753 円／ 50万円

７ 常盤野町会防災活動

平成26年度の事業募集予定
　本年度に実施する事業の募集は、３次募集まで予定しています。
※２次募集以降の事業実施期間について、本年度よりも活動期間を１カ月長くしました。これに伴い、募
集期間も早まりますので、申請を予定している人はご注意ください。
◎３次募集期間…７月14日～８月 13日（事業実施期間…10月１日～平成27年３月 31日）

　「１％システムとはどんな制度？」「事業を申請したいけど対象になるの？」など、簡単な制度の概要か
ら具体的な書類の書き方まで、１％システムに関する質問や相談については、随時受け付けしていますの
で、気軽にお問い合わせください。
▽問い合わせ先　市民協働政策課市民協働係（市役所２階、窓口 254、☎ 40・7108、Ｅメール
shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）

ひろさき
夢追い人
File.11

鈴
す ず き

木 キサブローさん

◎このコーナーでは、当市にゆかりが深く、各界で活躍している人や団体を紹介します。

1953年２月、弘前市生まれ
作曲家・ギタリスト

 

▽実施団体　堀越子ども見守り隊
▽事業内容　交通量が多く危険な区域が多い堀越小学校通学路で、子どもたちが考案した図
案やキャラクターの入った揃いのベストを着用し、児童の見守り活動を実施しました。毎日
の登下校のみならず、学校から連絡があった緊急時や近隣での事故発生時の登下校の立ち会い、
長期休業明けの地域一斉の見守り活動を行うことで、地域全体の安全・防犯に対する関心や一体感が高まりました。
▽事業費／補助金額　25万円／ 19万 8,000 円

８ 通学路等における児童の見守り活動

　弘前南高等学校卒業後、プロのギタリストを目指し上京。岡林信康氏、
布施明氏、中村雅俊氏、ちあきなおみ氏のバックバンドとして活躍。そ

の後、作詞家岡本おさみ氏の推薦で作曲家デビュー。J-POP、歌謡曲では第 28回日本
レコード大賞を受賞した「DESIRE～情熱～（中森明菜）」を始め、「酒場でDABADA（沢
田研二）」、「for you…（高橋真梨子）」、「約束（渡辺徹）」、「輝きながら…（徳永英明）」、「涙
をふいて（三好鉄生）」などを作曲した。またアニメ、特撮作品の主題歌などでは「思い
出がいっぱい（H²O）」、「ウルトラマンダイナ」、「ウルトラマンコスモス」などを作曲した。
【市民の皆さんへ一言】
　年に１回だけ、お墓参りに帰ります。弘前は僕にとって故郷であり、大切な場所です。
東京に40年以上住んでると、特にそう思いますね。個性的で、光り輝き、大切にしてあ
るものは永遠に変わらない、そういう故郷であってほしいですね。
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市内各地で行われた
イベントや
まちの話題を
お届けします。フォトコレinひろさきフォトコレinひろさきフォトコレinひろさきフォトコレinひろさき

消防定期観閲式　

　4月 18 日、弥生いこいの広場（百沢字東岩木山）
がオープンしました。
　当日は開場を待ちわびた市内８保育園の園児約
160 人が開場式に参加して遊戯を披露するなどした
ほか、ふれあいコーナーでウサギを追いかけ走り回っ
たり、ポニーの乗馬体験をするなど、春の訪れととも
に動物たちとの触れ合いを楽しんでいました。

弥生いこいの広場オープン

　５月５日、消防団員が日ごろの訓練の成果を披露す
る「定期観閲式」が行われました。市役所周辺では、
機械点検、放水訓練などを実施。一斉放水では降りか
かる水しぶきに多くの歓声があがりました。また、弘
前公園レクリエーション広場では、まとい振りやはし
ご乗り演技などを披露。迫力ある伝統演技を、詰め掛
けた大勢の観衆が息をのみながら見つめていました。

 

弘前りんご花まつり

 

 

４月18日

５月５日

　５月６日～ 18日、弘前りんご公園（清水富田字寺
沢）で弘前りんご花まつりが開催されました。会期中
は、りんご棒パン作り、キャラクターショー、ふれあ
い動物ランド、りんご体験コーナーのほか、青森グル
メコーナーなどたくさんの出店があり、多くの人がり
んごのお花見を楽しんでいました。
　16日と 17日には、りんごの花とりんごのお酒を
楽しむイベント「シードルナイト」が同会場で開催さ
れ、地元のりんごから作られたシードルやワインなど
のお酒が提供されたほか、飲み比べによる「りんご酒
グランプリ」も行われ、来園者はりんごのお酒を飲み
ながらりんご公園の夜を満喫していました。

５月６日～18日



16 ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１４.６.１ 17

 

 

６
月
の
投
影
日
程

 

 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

■ＦＦ…ファクス　■ＥＥ…Ｅメール　■ＨＨ…ホームページ　■問問…問い合わせ・申込先

「ふるさとの心　津軽のことば」
コンサート
▽とき　６月７日（土）、午後２時
～４時（開場は午後１時半）
▽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　津軽手踊り・民謡・津軽三
味線とジャズピアノのコラボレーシ
ョン・津軽弁小オペラで、ふるさと
の心、津軽のことばを表現します。
ぜひ、お楽しみください。
▽入場料　1,000円
▽入場券取扱所　弘前大学生協、紀
伊國屋書店、平山萬年堂
■問問新老人の会（☎36・1576）

サタディプラン

　土曜日に小・中学生を対象に、無
料で開催します。
▽日程・会場
【弘前文化センター（下白銀町）プ
ラネタリウム】
○わくわく☆こどもプラネ（子ども
向けのプラネタリウム投影）　６月
７日・14日・21日・28日の午前
10 時半～ 11 時／中央公民館（☎
33・6561）
【弘前図書館（下白銀町）】
○おたのしみおはなし会と図書館の
探検隊（絵本の読み聞かせや紙芝居
などと図書館地下書庫などの探検。
対象は小学校１年生～３年生）　６
月 14日の午前 11時～正午／弘前
図書館（☎32・3794）
【市立博物館（下白銀町）】
○親子観賞会（開催展覧会の鑑賞。
保護者も無料）６月７日・14 日・
21 日・28 日の午前９時半～正午
／市立博物館（☎35・0700）
【市立郷土文学館（下白銀町）】
○親子文学散歩（クイズを解きなが
ら観覧）　６月７日・14日・21日・
28 日の午前 10時～正午／市立郷
土文学館（☎37・5505）
■問問各会場へ。
※プラネタリウム、市立博物館、市

立郷土文学館は市内の小・中学生は
いつでも無料です。サタディプラン
以外の日もご利用ください。

教科書見本展示会

　来年度から使用される小学校の教
科書見本を展示します。中弘地区の
教員や市民の皆さんのご来場をお待
ちしています。
▽とき　６月９日～ 20日の午前９
時～午後４時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
■問問学校指導課（☎82・1644）

天文台観察会
☆見あげてごらん天体ショー☆
▽とき　６月 10 日（火）、午後７
時～10時
▽ところ　星と森のロマントピア天
文台（水木在家字桜井）
▽テーマ　「月が土星の近くを通過」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　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）

弘前城植物園散策ガイド

　市みどりの協会の樹木医や緑の相
談員が、見ごろの花や樹木を説明し
ながら、楽しく園内をガイドします。
▽とき　６月 13 日・22 日の午前
10時～ 11時
▽集合場所　弘前城植物園南案内所
▽参加料　無料（入園料は必要です）
■問問市みどりの協会（☎33・8733）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
○昭和懐かしの古漫画・古本　対馬
基起コレクション展
▽とき　６月７日～ 15 日（10 日
は休み）、午前９時～午後４時
○布あそ美
～一閑張り・地下足袋リメイク・布
小物・アンティーク着物～

▽とき　6 月 19 日～ 23 日（23
日は午後 3時まで）、午前９時～午
後４時
○中国茶・台湾茶の会　　
▽とき　6月 14 日の午前 11時～
12時、午後１時半～２時半
▽参加料　1,500 円（お茶・お茶
請け代として）
※事前の予約が必要。
○ボタニカルアートと木彫　木村圭
希・村上宙矢二人展　
▽とき　5 月 17 日～ 26 日（26
日は午後 3時まで、20日は休み）、
午前９時～午後４時
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）  
■問問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

追手門広場フリースタイル
マーケット2014

　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。
▽とき　６月15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
■問問市立観光館（☎37・5501）

第58回青森県・
第50回中弘母親大会
　「生命を生み出す母親は、生命を
育て、生命を守ることをのぞみます」
をスローガンに、自由に子どもや教
育のこと、暮らしの問題や平和のこ
となどについて語り合いましょう。
▽とき　６月22日（日）
　　　　午前10時～午後３時半
▽ところ　第三中学校（豊原１丁目）
▽内容　午前は分科会、午後は全体
会（「花嵐桜組」によるミニアトラ
クション・講演など）
▽講演　「いま憲法を暮らしに生か
すとき」
▽講師　二宮厚美さん（神戸大学名
誉教授・経済学・社会環境論）
▽参加料　700円（資料代として）
※スリッパは持参を。昼食や保育室

など、申し込みが必要なものもあり
ますので、詳しくは問い合わせを。
■問問中弘母親大会実行委員会（東長町、
新日本婦人の会弘前支部、☎35・
0112）

こどもの森６月の行事

◎月例登山「ハルゼミ探訪　カモシ
カ登山」
▽とき　６月 15 日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、
替えの下着・靴下、雨具
◎カエル展　６月15日～７月６日
▽入場料　無料
～共通事項～
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）
■問問６月 13日までに、こどもの森ビ
ジターセンター（☎ 88・3923）
／市みどりの協会（☎ 33・8733）
へ。

男性介護者のつどい

▽とき　６月22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　介護についての話し合い
▽対象　男性の介護者または介護経
験者
▽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）

シンフォニー「成年後見制度を
考える会」第４回施設見学会
　家庭裁判所で成年後見制度や利用
の手続きを学んでみませんか。
▽とき　６月25日（水）
　　　　午後１時半～４時
▽集合　午後１時半までに、市民参
画センター（元寺町）１階に集合。
遅れた人は参加できませんので注意
を。
▽内容　成年後見制度の説明とＤＶ

Ｄ視聴、質疑応答（質問のある人は
申し込み時にお知らせを）、法廷見
学（法廷が空いている場合）
▽定員　40人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みも可。
■問問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（鎌田さん、☎兼■ＦＦ 38・
1829、北川さん、☎兼■ＦＦ 33・
0393）

第37回「愛の広場」　　　
レクリエーションの集い
　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　７月13日（日）、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、レクダンス、
玉入れ、カラオケ、りんご娘・アル
プスおとめライブ、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。
■問問６月 24日までに、市社会福祉協
議会（宮園２丁目、☎ 33・1161、
■ＦＦ 33・1163）へ。

第５回スポーツひのまる
キッズ東北小学生柔道大会
　「東北復興支援プロジェクト」と
銘打ち、「親子の絆と柔道の本質」
をテーマに開催します。
　柔道大会のほか、トップアスリー
トを招いた各種イベントや、「保護
者の部」も開催されます。
▽とき　６月15日（日）
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
■問問一般社団法人スポーツひのまる
キッズ協会事務局（☎東京 03・
6809・5615）

 

 教室・講座
りんご公園講習会
「津軽語り部の会・講習会」
▽とき　６～ 11月の毎月第１・３
日曜日、午後２時～３時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）農家住宅内
▽参加料　無料
▽講師　菊池菊代さん（津軽語り部
の会会長）
■問問りんご公園（☎36・7439）

６
月
の
投
影
日
程

プラネタリウムプラネタリウム  
［弘前文化センター］

□…一般投影を午後１時半～、午
後３時～の２回投影
■■…一般投影を午前 10 時半～、
午後１時半～、午後３時～の３回
投影
■■…わくわく☆こどもプラネを午
前 10時半～の１回、一般投影を
午後１時半～、午後３時～の２回
投影　
■■…休み

★投影プログラム
【一般投影／45分間】
▽テーマ　お星さま
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・
中学生、高校生＝ 120円
※ 65 歳以上の市民、市内の小・
中学生や障がい者、外国人留学生
は無料。年齢や住所を確認できる
ものの提示を。
【わくわく☆こどもプラネ／30
分間】
▽テーマ　世界の星座のおはなし
▽観覧料　無料
■問問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
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◎おたのしみおはなし会
▽とき　6月 7日・14日の午前
11時～ 11時半
▽内容　「自然」をテーマとした、
絵本の読み聞かせ、紙芝居、昔話、
エプロンシアター、なぞなぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
◎だっこでおはなし会
▽とき　６月28日（土）
　　　　午前10時半～ 11時
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊
び、ブックトークなど
▽対象　０歳～３歳の子と保護者
＝15組程度（先着順）
～共通事項～
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前図書館（☎32・3794）

6月の
催し

弘前図書館

 
緑の相談所 ６月の

催し
【展示会】
●ミニ山草展　６日～8日
●春季さつき展　11日～ 15日
●さつき盆栽展　19日～ 22日、
24日～ 29日
【講習会など】
●菊苗頒布会　１日、午前９時～
10時
●ボタン・ツツジのせん定　７日、
午後１時半～３時半
●家庭果樹の管理　14日、午後
１時半～３時半
●訪問相談　７日・21日
※庭木の出張相談です。電話で申
し込みを。
【弘前城植物園…今月見られる花】
ナンジャモンジャ、スイレン、バ
ラ、ハナショウブなど
■問問緑の相談所（☎33・8737）

学習会資料など、参加人数によって
変わりますので、詳しくは問い合わ
せを）
▽申し込み方法　６月 16 日まで
に、はがきに住所・氏名・生年月日・
性別・電話番号を記入し、工藤政廣
さん（〒036・8094、外崎５丁目
９の10）へ。
※メール、または弘前勤労者山岳会
のホームページからも申し込みでき
ます。
■問問 弘前勤労者山岳会（工藤さ
ん、 ☎ 090・7937・6146、 ■ＥＥ
kndrm915@yahoo.co.jp 、 ■ＨＨ
http://www.hirosakirousan.
net/）

あおもりウィメンズ
アカデミー受講生募集
　自分にできることを探したい！地
域での活動の幅を広げたい！仲間を
作りたい！このような思いを持って
いる女性の皆さん、日ごろの思いや
経験を生かして、自分も地域も幸せ
にするチカラを身に付けませんか？
▽とき　①７月６日、午前 10時半
～午後４時／②８月 26 日、午前
10 時～午後４時／③９月 24 日、
午前 10時～午後３時／④ 10月８
日、午前 10時～午後３時／⑤ 11
月 20日、午前 10時半～午後３時
／⑥９月～ 11月の間で公開講座な
ど１日
▽ところ　①⑤⑥＝アピオあおもり
（青森市中央３丁目）／②③④＝市
民参画センター（元寺町）
▽募集人員　県内在住の 20歳以上
の女性＝10人（弘前市会場）
▽受講料　無料（交通費は自己負担）
■問問６月 20日までに、青森県男女共
同参画センター（☎青森017･732･
1085、 ■ＦＦ 017･732･1073、 ■ＨＨ
http://www.apio.pref.aomori.
jp/gender2011/index2.html）
へ 。

東北女子大学公開講座

▽とき　７月５日（土）
　　　　午前10時～午後１時
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「おやさい食育クッキング」
▽対象　食育に関心のある親子・中

人程度
▽受講料　無料（別途テキスト代
1,080円が必要）
■問問６月 21日までに、身体障害者福
祉センター（☎36・4521）へ

わごころ講座　浴衣の着つけ

　今年の夏は、一
人で浴衣を着て城
下町弘前を満喫し
てみませんか？
▽とき　６月 28
日（土）、午前10
時半～正午（10
時受け付け開始）
※日程の変更や詳細はホームページ
をご覧ください。
▽ところ　宮川交流センター（堅田
２丁目）
▽内容　浴衣の着つけ・帯結びなど
▽対象　小学３年生～一般＝20人
※定員になり次第締め切り。小学生
の場合は大人と一緒（２名以上）の
参加になります。
▽参加料　1,000円
▽持ち物　浴衣、半巾帯、タオル2
枚、小物一式（レンタルは１セット
1,000 円、事前の申し込みが必要、
タオルは持参を）
▽申し込み方法　ファクスまたはＥ
メールで、住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号・メールアドレスを
記入の上、申し込みください。
■問問青森わごころの会事務局（☎
兼 ■ＦＦ 26･3382、 ■ＥＥ aomori_
wagokoro@yahoo.co.jp、 ■ＨＨ
http://aomori-wagokoronokai.
jimdo.com/）

登 山 教 室

▽とき　６月29日（日）
▽ところ　八幡平毛せん峠
※登山道の状況や天候により変更に
なることがあります。
▽対象　小学生以上の市民＝ 25人
（小学生は保護者同伴）
【参加者学習会】
▽とき　１回目＝６月 21日、午後
１時～３時／２回目＝６月 25日、
午後７時～９時
▽ところ　弘前勤労者山岳会（蔵主
町）事務所
▽参加料　実費（保険料、交通費、

１丁目）屋内プール
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
■問問６月 10日までに、弘前水泳協会
（木村さん、☎ 34・8666、携帯
090・5841・8300）へ。

ゆったり体力UP
ストレッチ体操
▽とき　６月 20日～７月 18日の
毎週金曜日、午前 10時半～ 11時
半
▽ところ　金属町体育センター（金
属町）
▽内容　けが予防、腰痛予防、肩こ
り防止などの体をほぐすストレッチ
体操、体のバランス向上を図るため
の簡単な筋力トレーニング
▽対象　市民＝ 15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
運動のできる服装、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、６月 14 日（必
着）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。
■問問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

かっこいい大人養成講座１

【興味わく、魅惑の色彩韓国螺鈿（ら
でん）】 
▽とき　６月21日（土）　
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）和室
▽内容　①螺鈿のペンダントトップ
作り／②韓国の伝統工芸、名所、春
から夏にかけての見どころについて
の講話や情報交換など　
▽講師　崔永先（チェ・ヨンソン）
さん（市国際広域観光課交流員）
▽対象　市内に在住、または勤務の
18歳以上＝ 15人（先着順）
▽参加料　無料

▽その他　お菓子や飲み物など、ご
自由にお持ちください。
■問問６月 18 日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■ＦＦ 33・4490、
■ＥＥ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

第２回北の文脈文学講座

▽とき　６月21日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽テーマ　「井上靖・安岡章太郎が
描いた弘前」
▽講師　齋藤三千政さん（郷土文学
研究家）
▽受講料　無料（事前の申し込みは
不要。ただし観覧料は必要です）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
■問問市立郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

聞いてみよう 世界の暮らし

　ミャンマーの日常や魅力につい
て、外国人講師が写真などを紹介し
ながら、日本語でお話しします。
　来て、見て、知って、ミャンマー
をもっと身近に感じてみませんか。
▽とき　６月28日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）3階視聴覚室
▽講師　イェ・ウイン・ナインさん
（ミャンマー出身、弘前大学留学生）
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
■問問６月 26 日までに、中央公民館
（☎ 33・6561、■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

点字講習会 (基礎課程 )

▽とき　７月１日～平成27年３月
31日の毎週火曜日、午前の部＝10
時～正午、午後の部＝１時～３時
※午前・午後の部のいずれか。
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽対象　パソコンの基本操作がで
き、パソコンを持参できる人＝ 10

市民ボランティアによる
パソコン講座
【ワード2010入門講座】
▽とき　６月 12 日・19 日・26
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　ワープロソフト（ワード
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※ワード 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　６月１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）。
■問問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

弘前マイスターによる
出前授業
　市では、商工業や農業などさまざ
まな分野で優れた技能・技術者を弘
前マイスターとして認定し、その技
能・技術の継承と人材育成を図っ
ています。現在 10人が弘前マイス
ターに認定されており、各種団体や
教育機関などで技術指導や研修会の
講師、津軽塗、こぎん刺し、和菓子
作りワークショップなどの活動を
行っています。
　弘前マイスターの出前授業を希望
する人は、事前に商工政策課に問い
合わせの上、市のホームページに掲
載している弘前マイスター派遣等申
込書を提出してください。
■問問商工政策課（☎35・1135）

市民水泳教室

▽とき　６月 17 日～ 20 日、24
日～ 27日の午後１時～２時半
▽ところ　河西体育センター（石渡

学・高校生＝20人
▽受講料　１組＝500円
※事前の申し込みが必要。  
■問問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■ＨＨ http://www.tojo.
ac.jp）
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でに中央公民館（〒 036・8356、
下白銀町 19の４、■ＦＦ 33・4490、
■ＥＥ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
■問問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん (医
学博士 )のボランティアによる無料
健康相談を開催します。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　６月７日・14 日、７月
12日・26日の午後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。
■問問健康広場（☎35・0157）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集

　　　　　
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　６月20日（金）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　「夢に向かって一緒に走ろ
う！～難病の子どもたちの夢をかな
えるお手伝い～」をテーマに、夢を
かなえた子どもたちのことやボラン

目９の１）へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き１枚で応募可。応募多数の場合は
抽選で決定します。
■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

リーダー養成事業

あそび　まなび　なかまづくり～
とっても大事なこと・もの～を学ぼ
う！
　学校の勉強や、便利な生活から離
れて、自分の大切なことや自分がで
きることを楽しみながら考える宿泊
研修です。
▽とき　①初級研修＝８月 19日の
午前８時半～ 20日の午後５時／②
上級研修＝８月 18日の午前８時半
～20日の午後５時
※集合、解散場所は弘前文化セン
ター（下白銀町）
▽ところ　①②ともに青森県立梵珠
少年自然の家（五所川原市神山字殊
ノ峰）
▽内容　①②共通…自然と親しむ、
危険予知トレーニング、炊事／②の
み…コーチングの基礎
※変更となる場合があります。
▽対象　①小学４～６年生＝ 30人
／②中・高校生＝20人
※応募多数の場合は抽選を行い、結
果を７月上旬に通知します。
▽参加料　① 500 円／② 1,000
円（食事代として）
▽その他　参加者を対象に、７月
27 日に事前説明会を開催します。
時間と場所については、参加者決定
通知で案内します。
▽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、学校名、学年、
保護者名を記入）で６月 30 日ま

優先）
▽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、
６月 13日（必着）までに、健康づ
くり推進課健康増進係「市民健康
クッキング講座」（〒036・8045、
野田２丁目７の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
当選者のみに連絡します。
■問問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

ノルディックウオーキング
体験教室
▽とき　７月２日～ 30日の毎週水
曜日（23日を除く）、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）多目的広場・弘前
公園（雨天時は弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター体育館）
▽内容　ポールを使ったウオーミン
グアップ、クーリングダウンスト
レッチ、ノルディックウオーキング
の基礎
▽対象　市民＝14人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、薄手の手袋（軍
手でも可）、室内用シューズ（雨天
時のみ使用）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・身長・電話番号・
教室名・貸し出しポール必要の有無
を記入し、６月24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。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可。応募多数の場合
は抽選で決定します。
■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

体力UP＆脳トレで楽しく
運動教室
▽とき　７月７日～ 17 日の毎週
月・木曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽内容　簡単なストレッチ体操、体

を使った簡単なリズム体操、楽しく
汗をかける運動、ゲーム
▽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　飲み物、汗ふきタオル、
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・教
室名を記入し、６月 20 日（必着）
までに、克雪トレーニングセンター
（〒036・8101、豊田２丁目３の１）
へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き１枚で応募可。応募多数の場合は
抽選で決定します。
■問問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
からのお知らせ
【ストレッチ体操教室】
▽とき　７月７日～８月 25日の毎
週月曜日、午後１時半～２時半 (全
７回 )
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）武道場
▽内容　ストレッチ体操、筋力ト
レーニング、体を使った脳トレ
▽対象　市民＝30人
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル
▽申込期限　６月25日（必着）
【ちびっこ集まれ♪みんなで楽しく
運動能力ＵＰ教室】
▽とき　７月 23日、①幼児の部＝
午前 10時～ 11時、②小学生の部
＝午前11時～正午
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
競技場
▽内容　縄跳びやボールを使った運
動、鬼ごっこなど自分の足を使った
運動など
▽対象　①５～６歳の幼児＝ 15人
／②小学校１・２年生＝15人　　
▽持ち物　飲み物、室内用シューズ、
汗ふきタオル
▽申込期限　６月27日（必着）
～共通事項～
▽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、弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（〒036・8057、八幡町１丁

岩木Ｂ＆Ｇ水泳教室

【幼児・児童水泳教室】
▽とき　７月８日～ 24 日の毎週
火・木曜日、午後４時～５時
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）幼児用プール
▽内容　水慣れ、潜水、けのび、キッ
ク、ノーブレスクロールなど
▽対象　保育園・幼稚園などの年長
児～小学校２年生＝20人
【ジュニア水泳教室】
▽とき　７月８日～８月７日の毎週
火・木曜日、午後６時～７時
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
▽内容　水慣れからクロールまで
▽対象　身長 130㎝以上の小学生
＝15人
【一般初心者・中級者水泳教室】
▽とき　７月８日～８月７日の毎週
火・木曜日、午後７時 15分～８時
半
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
▽内容　各泳法指導
▽対象　初心者＝５人、中級者（種
目を問わず 25メートル泳げる人）
＝15人
～共通事項～
▽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）・保護者氏名
（幼児・児童のみ）・生年月日・電話
番号・教室名を記入し、６月 10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。
■問問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

市民健康クッキング講座

▽とき　①７月３日（木）、②８月
８日（金）、③９月11日（木）
※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
▽内容　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　①～③すべてに参加できる
市民＝ 15人（初めて参加する人を

ティアについてお話しします。
▽講師　大野寿子さん（メイク・ア・
ウィッシュオブジャパン事務局長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

６月は土砂災害防止月間

　土砂災害から身を守るために、日
ごろの備えと早めの避難が必要で
す。土砂災害は、台風などの大雨の
時期に特に多く発生します。身の危
険や周囲に異変を感じたら、ただち
に避難するとともに、市役所などへ
連絡しましょう。土砂災害警戒情報
や土砂災害警戒区域等マップなど、
土砂災害に関する情報は、青森県庁
ホームページから、「防災情報（砂
防）」で検索するとご覧いただけま
す。
　また、市では、地震・水害・土砂
災害の危険度や被害想定などを小学
校区ごとにまとめた防災地区別カル
テを配布しています。お住まいの地
域や職場などにおいて、どのような
自然災害の危険性があるのかを知る
目安となりますので、ご自身や家族、
あるいは地域や職場において、どの
ような備えが必要かを考える際に活
用してください。
※想定は、実際の災害を確約するも
のではありません。
■問問 防 災 安 全 課（ ☎ 40・7100、
■ＨＨ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kurashi/kinkyu/
karte/index.html）／青森県県
土整備部河川砂防課砂防グループ
（ ☎ 青 森 017・734・9670、 ■ＨＨ
http://www.pref.aomori.lg.jp/
kotsu/build/H25doshagekkan.
html）

 その他
  

有 料 広 告 有 料 広 告 教えて！たか丸くんクイズの答え

答えは、①だよ。白い花びらとピンク色
のつぼみがかわいいね。毎年桜の花から
少し遅れてりんごの花が見ごろを迎える
んだけど、品種によって花の大きさや
花びらの色に違いがあるから、
どの品種か当ててみるのも楽
しいね。
※質問は13ページに掲載。
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その散布状況を調査します。
※詳しくは問い合せを。
■問問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）　

下水道事業受益者負担金の
納付について
　６月１日付で、本年度の下水道事
業受益者負担金納入通知書を発送し
ます。下水道事業を進める上で、貴
重な財源となりますので、各納期限
までに必ず納付してください。
▽納付場所　農協を含む市内金融機
関（ゆうちょ銀行を除く）、岩木・
相馬総合支所、各出張所、上下水道
部（茂森町）
※会計課では納付できませんので、
青森銀行弘前市役所出張所をご利用
ください。
【口座振替について】
　「ゆうちょ銀行」を含む、市内金
融機関や農協を利用できます。預貯
金通帳と通帳の届け出印を持参し、
各金融機関および上下水道部窓口に
備え付けの「口座振替依頼及び自動
払込利用申込書」に記入の上、申し
込んでください。
　不明な点などは問い合わせを。
■問問上下水道部営業課収納係（☎
36・8103）

市有地の売払い

　市有地を先着順で売払いします。
希望する人は財産管理課で配布、ま
たは市ホームページに掲載している
募集案内を参照の上、申し込みを。
▽売払地
①桔梗野１丁目 19 番 11 ／面積
＝ 655.35 ㎡／価格＝ 1,282 万
8,000 円
②独狐字松ヶ沢 20番 13／面積＝
749.59㎡／価格＝ 497 万 9,000
円
▽受け付け開始　６月 12日、午前
９時～
■問問財産管理課財産係（市役所２階、
窓口201、☎ 35・1120）　

児童手当の現況届
忘れずに提出を
　児童手当を受給している人は、毎
年６月１日における児童の養育状況

▽定員　４人
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申込期間　６月２日～13日
▽申込先　申込書に写真（縦４㎝×
横３㎝）を貼付し、子育て支援課（市
役所１階、窓口106）へ。
※申込書は同課に用意。また、申し
込み多数の場合は抽選。
■問問子育て支援課（☎40・7039）

弘前シードル研究会会員募集

　当会では、平成 25年５月の発足
以来、専門講師を招いての勉強会
や、さまざまな種類のりんごを用い
たシードルの試作実習などを行って
きました。
　シードル用りんご作りに興味のあ
る人、シードルの醸造に興味のある
人を随時募集しています。
▽平成26年度の活動予定　
○シードル勉強会（年10回予定）
○シードルの試作
○シードルの普及・消費拡大
▽参加資格
市内に住所を有するりんご生産者ま
たは市内に主たる事務所を有する組
織・団体
■問問りんご課（市役所新館６階、☎
40・7105）

遺跡の分布調査実施の
お知らせ
　市教育委員会では、遺跡の保護業
務において、公共事業や民間事業に
よる開発への迅速な対応ができるよ
うに、平成 14年度から遺跡の分布
調査を実施しています。
　昨年度からは相馬地区を対象に調
査を開始し、本年度も調査を予定し
ています。
　つきましては、該当区域の地権者
の皆さま並びに近隣にお住まいの皆
さまには、ご理解とご協力をお願い
します。
▽調査区域　相馬地区（相馬・五所・
水木在家・湯口・黒滝の一部）
▽調査期間　６月２日～７月31日
▽調査員　市職員および作業員＝５
名程度
▽調査方法　畑地などの踏査可能な
区域において、徒歩により遺物（土
器・石器など）の表面確認を行い、

ある人は、未納のままにせず、ぜひ
相談においでください。
　今月の休日納税相談日は第４日曜
日です。この日は電話での相談や、
市税などの納付もできます。
※特別な理由がなく、納付および連
絡がない場合は、差し押さえ処分を
執行することもあります。
■問問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

オープンテラスでホッと一息

　弘前市民会館車寄せ棟２階の屋外
通路をオープンテラスとして無料開
放しています（赤と緑のパラソルが
目印）。
　「岩木山を眺めながらコーヒーを」
という設計者前川國男のイメージを
実現したもので、どなたでも自由に
飲食や休憩に利用できるスペースで
す。管理棟２階にある喫茶室からも
出入りでき、喫茶室のメニューのテ
イクアウトもできます。
　初夏のさわやかなひとときを、
オープンテラスでお楽しみくださ
い。
▽開放時間　午前10時～午後６時
※毎月第３月曜日は休み。
■問問弘前市民会館（☎32・3374）

行政書士弘前コスモス会
による無料相談会
　相続・遺言を中心とした相談会で
す。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　６月10日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
■問問弘前コスモス会ふたば行政書士事
務所（二葉さん、☎88・8781）

危険物取扱者保安講習

　危険物取扱者免状の交付を受け、
危険物の製造所や貯蔵所および取扱
所で危険物の取り扱い作業に従事し

ている人は、定められた期限内に保
安講習を受講してください。
▽とき　７月10日（木）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽種別　①給油取扱所関係…給油取
扱所で危険物の取り扱い作業に従事
している人／②一般取扱所関係…①
以外の危険物施設で危険物の取り扱
い作業に従事している人
▽受講期限　
○免状交付日または前回講習日以後
の最初の４月１日から３年以内
○新たに危険物取り扱い作業に従事
することとなった日から１年以内
▽受講料　4,700円
▽受付期間　６月９日～23日
※申請書は消防本部予防課（本町）
で配布しています。
■問問消防本部予防課（☎32・5104）

総合市民相談

 専門の相談員が無料で相談に応じ
ます。
▽とき　６月 21 日（土）の午前
10時～午後３時（正午～午後１時
を除く）
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽相談内容　法律、税金、金銭貸借
（消費者金融）、相続・遺言、登記、
離婚、家庭内の悩み事など
▽相談員　弁護士、税理士、人権擁
護委員、行政相談委員など
▽申し込み方法　弁護士との相談は
希望者が多いことから、予約制とな
ります。定員は８人（先着順）で、
予約は６月 10日から電話で受け付
けます。なお、弁護士との相談以外
は、事前の予約は不要です。当日直
接会場へ。
■問問 市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

就業支援講習会

　母子家庭の母・父子家庭の父およ
び寡婦で、全日程出席できる人を対
象に開催します。
○調理師試験準備講習会（本年度の
調理師試験を受験する人）
▽とき　７月14日・15日
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）

「まちなかお出かけパス事業」
運賃軽減の拡充のお知らせ
～市内はすべて
　　　　　　100円になります～
　市では、子育て世代の支援と中心
市街地の活性化、公共交通の利用促
進の３つを目的に「まちなかお出か
けパス事業」を実施していましたが、
平成 26年６月１日から、運賃軽減
の仕組みが変わります。
　これまでは、親子で「市郊外～市
中心部」の移動に路線バスや弘南鉄
道大鰐線を利用した際にバスと電車
の運賃軽減を行っていましたが、６
月１日からは、親子で乗降するバス
停または電車の駅が市内であればど
こでも１乗車につき、パスの交付を
受けている保護者が 100 円、小学
生は無料（未就学児はこれまでどお
り無料）となります。
　これまでと比べてより使いやすく
なりますので、まだ申請されていな
い人はこの機会にぜひ申請してくだ
さい。
■問問都市政策課交通政策推進室（市役
所新館５階、☎35・1124）

市民評価アンケートの
出し忘れはありませんか
　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、現在、市民評価アンケート
を実施しています。
　提出期限は６月２日ですが、アン
ケート用紙が届いた人で、まだ提出
していない人は、記入の上、同封の
返信用封筒で返送してくださるよ
う、ご協力をお願いします。
■問問行政経営課（☎40・7016）

夜間・休日納税相談の
ご利用を
　収納課では、日中や平日に納税相
談ができない人のために、夜間・休
日納税相談日を設けています。
▽夜間納税相談　６月 23～ 27日
の午後５時～７時半
▽休日納税相談　６月 22日の午前
９時～午後４時
　納期限までに納付できない事情が

などを記入した「現況届」の提出が
必要です。「現況届」は、６月分以
降の手当の受給資格を確認するため
のもので、該当者（職場での手続き
となる公務員を除く）には、５月下
旬に届出書類を送付しています。
　提出がない場合は、手当を受給で
きなくなりますので、忘れずに提出
してください。なお、届出書類が届
かない場合は問い合わせを。
▽提出期限　６月30日（月）
▽提出先　子育て支援課家庭支援係
（市役所１階、窓口 106）、岩木・
相馬総合支所民生課、各出張所
※６月 28 日・29 日は、子育て支
援課で休日受付を行います。
■問問子育て支援課（☎40・7039）

「無料の健診」を受診
しましょう
▽対象　国民健康保険に加入してい
る 40歳以上の人または後期高齢者
医療制度に加入している人
※長期入院中や施設などに入所中の
人を除く。
▽実施期間　平成 27年３月 15日
まで
▽料金　無料
▽受診回数　実施期間内に１回
▽申し込み・受診方法　希望する医
療機関などに申し込みの上、保険証
と受診券を持参して受診を。
※詳細は、平成 26年度「健康と福
祉ごよみ」の 27～ 31ページをご
覧ください。
■問問国保特定健康診査について…国保
年金課国保運営係（☎ 35・1116）
／後期高齢者健康診査について…
国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）

今月の市税などの納期今月の市税などの納期

納期限　６月 30 日

☆今月は第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替をご利用く
　 ださい。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が
　加算される場合があります。
☆納期限内であればコンビニエンスストア
　でも納付できます。

市・県民税　第１期
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母子保健
　母子健康手帳の持参を。場所は弘前市保健センター（各
指定医療機関での個別健診を除く）で、料金は無料です。
なお、発熱など体調不良の場合は、次回に受診してくだ
さい。★は対象者に健康診査票を送付します。

検　診 　市の各種検診は、年度内に１回受診できます。

定期予防接種

【麻しん風しん混合・３種混合・２
種混合・ＢＣＧ・日本脳炎・不活化
ポリオ・４種混合・ヒブ・小児肺炎
球菌】
　通年接種です。接種年齢から外れ
ると有料になりますので、ご注意く
ださい。
　接種を受ける際は、あらかじめ指
定医療機関に確認の上、母子健康手
帳と予診票を持参してください。な
お、対象者で予診票を持っていない
人には弘前市保健センターで配布し
ています。
【子宮頚がん予防ワクチンの接種に
ついて】
　子宮頚がん予防ワクチンの接種に
ついては、現在積極的に勧めていま
せんが、希望する場合は接種するこ
とができます。接種に当たっては、
有効性とリスクを理解した上で接種
してください。最新の情報は市ホー
ムページでご確認ください。

　本人や家族の心の悩みについて、
保健師が面接して相談に応じていま
す（無料）。希望する人は事前に電
話で申し込んでください。
▽６月・７月の相談日
６月＝９日・23日
７月＝７日
※時間は午前９時～午後３時。
▽ところ　弘前市保健センター
▽対象　市民
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）
▽予約先　弘前市保健センター
※「こころの病気」の治療をしてい
ない人を優先します。現在治療して
いる人は、まず主治医に相談を。

こころの健康相談

名
称

会
場

と　き 対象・定員 問い合わせ・申込先内　容 料　金

セ
ッ
ト
検
診

医
師
会
健
診
セ
ン
タ
ー

通年（６月15日～平成27
年３月 13日）
※女性限定日はお問い合わせ
ください。

40 歳以上の市民（職場で
受診できる人を除く）　
※定員になり次第締切。

弘前市医師会健診セン
ター検診課（☎フリー
ダイヤル 0120・050・
489、平日…午前 9 時
～午後４時〈正午～午
後１時を除く〉）へ。

胃・肺・大腸がん検診（50
歳以上は前立腺がん検診も
受診可〈別途500円〉）

1,900 円（市の国保加入
者は950円、70歳以上の
人は無料） 

複
合
健
診

ヒ
ロ
ロ

６月21日～ 12月６日の
毎月第１・３土曜日

40 歳以上の市民（職場で
受診できる人を除く）　
※定員になり次第締切。

受診希望日の１週間前
までに、健康づくり推
進課（弘前市保健セン
ター内、土・日曜日、
祝日を除く午前８時半
～午後５時）へ。
※複合健診は、申込人数
が 10人に達しない場合、
受診日の変更をお願いす
ることがあります。

特定健診・後期高齢者健診
（無料）／胃・肺・大腸が
ん検診（50歳以上は前立
腺がん検診も受診可〈別途
500円〉）

1,900 円（市の国保加入
者は950円、70歳以上の
人は無料） 

女
性
の
健
康
診
査

医
師
会
健
診
セ
ン
タ
ー

６月 18 日・26 日、７月
２日・16日
※６月 26 日、７月 16 日は
託児あり（乳幼児10人まで）。
６月18日・26日、７月２日・
16 日は女性限定。次月以降
の日程はお問い合わせくださ
い。

18 歳～ 39 歳の主婦や自
営業の女性（職場で受診で
きる人、妊娠中やその疑い
のある人などを除く）
※定員になり次第締切。

血液検査、尿検査、内科診
察、骨密度検査など 800円

医療機関での検診

胃・大腸・前立腺・子宮・乳がん検診、骨密度検診、結核検診は、
医療機関でも受診できます。直接、「市の検診」と伝えて問い合わ
せを。詳細は「健康と福祉ごよみ」で確認するか、健康づくり推
進課へお問い合わせください。なお、乳がん検診は、国の指針に
基づき対象年齢を見直しし、対象は40歳以上の人です。

名　称 と　き 対象・定員 申込先内　容

乳
幼
児
の
健
康
診
査

４か月児★
７か月児★ 各指定医療機関での個別健診

１歳６か月児 ６月18日・19日／
受付＝午後０時半～１時半 平成24年 12月生まれ

３歳児 ６月４日・５日／
受付＝午後０時半～１時半 平成22年 11月生まれ

１歳児歯科 ６月11日・12日／
受付＝午後０時半～１時 平成25年６月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成23年 12月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室

６月 27 日（金）、午後１時
～２時半／受付＝正午～午
後０時50分

平成 26年１月生まれ ６月４日～
26 日に、弘
前市保健セン
ターへ。離乳食講話・グループレッスン／ミニ講話（親子のふれあい、

はじめての歯みがき）／身長・体重測定／育児相談
※歯の相談希望者で歯ブラシを持っている場合は持参を。

健康の掲示板
弘前市保健センター（野田２丁目）　☎37・3750

Health　Information

「基本チェックリスト」の実施と
「いきいきシニア健康教室」のご案内
▽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実施の流れ

基本チェックリストが送付
されます
送付予定日
１月生まれ…６月２日ごろ
２月生まれ…８月１日ごろ
３月生まれ…10月１日ごろ
４月生まれ…12月２日ごろ

※基本チェックリストは３年に
１回送付されますが、希望者は
随時実施することができます。

25項目の質問に回答し、返送してください

「いきいきシニア健康教室」への参加が
望ましい人には…

●市から「いきいきシニア健康教室」の案内を送付します。
●住んでいる地域を担当する地域包括支援センターの職員
が、説明のため電話や訪問をします。

○バスや電車で１人で外出していますか
○階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか
○６カ月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか
○口の渇きが気になりますか
○（ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする

基本チェックリストの質問項目（一部抜粋）

65歳以上の
要支援・
要介護認定の
ない人へ

いきいきシニア健康教室 ※基本チェックリストの結果に基づいて参加できます。

筋力を回復させるためのストレッチ
とトレーニング

口腔（こうくう）機能の向上（月２回、合計６回） しっかりかめて、十分な唾液でむせ
ずに食べるためのトレーニング

栄養改善（月１回、合計６回） 良い栄養状態になるための食べ方・
食事の選び方の学習

閉じこもり、認知症、うつの予防・支援（月１回、合計６回） 必要な相談・指導

デイサービスや
デイケアの事業
所に通って行い
ます（筋力向上
トレーニングは
整骨院、接骨院
でも実施できま
す）

保健師などが自
宅に訪問します

　市では、高齢者の皆さんができるだけ介護を必要とせず、元気にいきいきと生活していけるよう、「基本チェックリスト」
の実施と、その結果に基づいて参加できる「いきいきシニア健康教室」を開催しています。
　本年度は基本チェックリストを１月～４月生まれの人に順次発送することとしています。皆さんから返送された基本
チェックリストの内容を基に、「いきいきシニア健康教室」への参加が望ましいと思われる人へ、利用参加の案内を送付
しますので、ぜひ参加して、介護予防に取り組みましょう。

日曜がん検診

　総合検診車による胃・肺・大腸がん検診
を実施します。肺がん検診は医療機関で実
施していませんので、受診をお勧めします。
▽とき　６月29日
▽ところ　弘前市保健センター（野田２丁
目）
▽内容　総合検診車による胃・肺・大腸が
ん検診

▽対象　40歳以上の市民（職場で受診で
きる人を除く）
▽定員　50人（先着順）
▽料金　1,900 円（市の国保加入者は
950円、70歳以上の人は無料）
▽問い合わせ先　６月５日～ 20日に、健
康づくり推進課（弘前市保健センター内、
☎37・3750）へ。

筋力向上トレーニング（週１回、合計12回）

基本チェックリストを、市が確認します
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Health　InformationHealth　Information

　　　歯と口の健康は
　　　全身の健康の源
　歯は体にとってとても大切な働き
をしていることはご存じですか。歯
は、食べ物をかみ砕くだけではなく、
あご骨の発達を促したり、脳に刺激
を与えて活性化させるなど、多くの
役割を果たしています。また、歯は
発育や会話にも影響を与え、歯が悪
いと胃腸障害や頭痛、肩こりなど全
身の健康状態まで左右することにな
りかねません。毎日の楽しい食事や
会話、美しい表情など、歯と歯ぐき
の健康は明るく豊かな生活に欠かせ
ない大切なものなのです。

　　　当市の歯科保健の現状
　当市の平成 23年度の３歳児歯科
健康診査の虫歯有病率（虫歯がある
子の割合）は 34.36％となってい
ます（右上表参照）。減少傾向には
ありますが、全国と比べると、まだ
高い状況です。また、平成 24年度
の成人歯科健診の結果では、進行し
た歯周病を有する人の割合は、40

～歯と口は　健康・元気の　源だ～

歳で 32.69％、60 歳で 42.39％
となっており、子どもの歯も大人の
歯も健康な状態に保たれているとは
いえない現状となっています。

　　　歯と口の
　　　健康生活のために
①よくかむ習慣をつけましょう…歯
と口の状態が良くないと食事を取る
楽しみが減ってしまいます。また、
栄養の摂取がうまくいかなくなる
と、力も出ません。食べ物をよくか
むと、胃や腸の消化吸収が高まり、
口の中の病気の原因となる細菌を抑
制するなど、さまざまな効果があり
ます（図１参照）。また、かむこと
でだ液の分泌が良くなり、口腔（こ
うくう）内の健康にもつながります。
だ液を増やすには、何よりもまず、
しっかりかんで食べることが重要で
す。一口につき 30回かむことを目
標に、かみごたえのある食べ物を食
べるなどの工夫をしましょう。
②定期的に歯科健診を受けましょう
…口腔ケアの基本は、自身で行う毎
日のセルフケアと、歯科医師などの

　市では下記のような歯科保健事業を行っています。自分の歯を大切にするためにも、ぜひご利用ください。

事業 ２歳児歯科健診 成人歯科健診 市民の健康まつりでの
歯科健診・歯科相談　

対象 ２歳６か月～２歳７か月児 40歳・50歳・60歳・70歳の人 市民

内容
各指定歯科医療機関での個別歯科
健診。希望者にはフッ素塗布あり
（無料）

各指定歯科医療機関での個別歯科
健診（歯および歯周組織等口腔内
診査）

歯科医師による歯科健診と歯科相
談。希望者には個別にブラッシン
グ指導あり

周知方法 対象者に個別に通知 対象者に受診券を送付 ポスター掲示、広報ひろさきなど

専門スタッフによるアドバイスや歯
科健診などです。年に２～３回は、
定期健診を受けるようにしましょ
う。
【セルフケアのポイント】
○丁寧に歯を磨きましょう
○よくかんで食べましょう
○歯の健康のために栄養バランスの
取れた食事を心掛けましょう
【歯科医院でのケア】
○定期的に歯科健診を受けましょう
○正しいブラッシングを教わりま
しょう
○歯のクリーニングを受けましょう
③年齢にあった口腔ケアをしましょ
う…口の中は、年齢によって少しず
つ変化していきます。それぞれの年
齢別にあったケアをしながら（図２
参照）、自分の歯を長く大切に使い
ましょう。
▽問い合わせ先　弘前市保健セン
ター（野田２丁目、☎37・3750）

大切な歯をいつまでも
６月４日～10日は、歯と口の健康週間です。この機会
に自分の歯の健康について考えてみませんか。

ひみこのはがいーぜ

かむことの効果
～ひみこのはがいーぜ～

ひ…肥満防止
み…味覚の発達
こ…言葉の発音はっきり
の…脳の発達
は…歯の病気予防
が…がん予防
いー…胃腸の働きを促進
ぜ…全身の体力向上と全力投球

図１ 年齢に応じた口腔ケアのポイント図２
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永久歯の虫歯ができやすい時期です。口の健康の大切さをしっ
かりと認識し、正しい口腔ケアの習慣を身に付けましょう。学童期・思春期・青春期

成・壮年期 歯周疾患が多くなる時期です。定期健診を受け、自分の歯の状
態を把握し、歯や歯ぐきを健康に保ちましょう。

子どもの歯は妊娠中に作られるため、栄養バランスの取れた食
事を心掛けましょう。乳歯が生えそろい、永久歯を迎える準備
を始める大切な時期です。かかりつけ歯科医の指導の下、歯を
磨く習慣を身に付けましょう。

胎児期・乳幼児期

口から食べる機能を維持することが生活の質を向上させます。
歯科医師などの指導の下、口をケアし、きれいにしましょう。高齢期

３歳児健康診査虫歯有病率表
弘前市
全国

学生企画コーナーもっと②　弘前！！

 ひろ♡レポとは…若者目線で弘前のことを伝えようと発足された、広報ひろさきで学生企画コーナーを担当する女子大
生グループです。問い合わせやご意見・ご感想はＥメール（hiro.repo@gmail.com）で。Facebook（http://www.
facebook.com/hiro.reporters）、Twitter（@HiroRepo）もやってます！興味のある人はどうぞ（^ *^）

 

弘前を伝えるあれこれ弘前を伝えるあれこれ～シティプロモーションって？～～シティプロモーションって？～弘前を伝えるあれこれ～シティプロモーションって？～

　４月８日に市民会館で行われた弘前大学の入学式で、私たちひろ♡レポは、弘前とひろ♡レポのPR活動を行いまし
た。式を終えた新入生や保護者に声掛けをしたり、パンフレットを配布したりしました。また、新入生・在校生の中で
facebook を利用している人を対象に「弘前市シティプロモーション」のページを見て「いいね！」を押してもらい、
より弘前を知ってもらいました。

  

●シティプロモーションとは
　まちの魅力を磨きあげ、まちが持つさまざまな地域資源を外へ向けてアピールすることです。自らのまちの認知度や好
感度を上げ、地域そのものを効果的に全国に売り込む活動をいいます。

●弘前市シティプロモーションの目的
　①弘前の魅力を発掘、国内外を問わず発信し、観光産業の充実などを図る。＜情報発信＞
　②情報発信による波及効果として、雇用やビジネスチャンスにつなげる。＜新たな活力の創出＞
　③弘前の魅力を再発見することで市民の地元愛を深める。＜愛着向上＞

　　　　　　　今回のシティプロモーションの宣伝活動を通して、
SNSによる PRはもちろんですが、魅力を対面で伝えること、紙媒
体で伝えることの大切さを実感しました。私たちが毎月の活動を通し
て得た思いを、紙面だけでなく直接伝える機会を作っていけたらいい
なと思いました。皆さんも複数の媒体から有益な情報を得て、充実し
た毎日を過ごしてみてはどうでしょうか？

　　　　　　　
SNSによる PR

　取材を終
えて

  

 
←弘前市シティプロモー
ションホームページのＱ
Ｒコードです !!

 ＳＮＳ

※ SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）…人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型のサービス。
あるいはそういったサービスを提供するウェブサイト。

 

←弘前市シティ
プロモーション
のキャッチコ
ピー「いいか
も !! 弘前」の
ロゴが入った
グッズを配布！ ←↑当日の様子です★笑顔でアピール！

 紙媒体
弘前市シティプロモーション
facebook 韓国語版です

シティプロモーションの
パンフレットです



今月のテーマ
「運動会」

読者のひろばは皆さんから寄せられ
たハガキなどでつくるページです。

運動会のお重箱
　私が小学生だった頃、今の文化セ
ンターの所にあった時敏小学校での
運動会は、弘前公園の運動場で行な
っていた。なんといっても、私がそ
の時のことで一番に思い出すのは、
体操やリレー以上に、母と食べるお
昼の重箱だった。

　お昼が近くなると、「母はまだか
まだか」と観客席に目がいった。そ
して母が来ると敷物を敷き、津軽塗
の重箱を開く。三重の箱には大きな
三角いなりずし、甘い出汁巻き卵、
タケノコと糸こんにゃくと豚肉の煮
物、ゆで卵が定番だった。何よりの
ごちそうだった。
　みなさんは、戦時中にその運動場
が畑になったことを知っています
か？（森岡淳子さん）

血筋も残念！
　運動会の季節が来るたびに、私は
子どもの小学校時代を思い出す。
　運動会前日は、応援・昼食用に使
う陣地取りのゴザ敷き、当日は早朝
から数時間かけて弁当作り。時間に
追われてもおっくうとは感じず、子
どもよりはしゃぐ大人の一日を子と
一緒に楽しんだ記憶があります。こ
んなふうに、我が家では運動会があ
ると前日から祭り気分となり、大い

に盛り上がります。
　それに、ハケジョコ（かけっこ）
では足が速かった自分と我が子を重
ねて応援していたが、結果は残念。
そこで一句「わさ似ねで　足おへわ
らし　だえのマギ？」
（P.N. 榊夢さん）

運動会の金メダル
　もうすぐ小学校では、孫の運動会
があります。自分の運動会のように
楽しみにしていますが、孫には「転
んでも泣くな。最後までがんばれ！」
と、当日は力いっぱい応援しようと
思います。
　昨年の運動会では、昼には楽しく
お弁当を食べ、「もう一回がんばっ
てこい！」と送り出せば、「うん !」
と走っていく孫。全ての種目が終わ
り、家に帰ってから「今日は大変良
く頑張りました」と言って、孫に金
メダルをあげます。ばあさんの金メ
ダルは、500 円硬貨です。孫は大

喜びし、そして下の保育園児にも金
メダルをあげます。「一生懸命応援
してくれたから、お兄ちゃん頑張る
ことができたよ」と。
　今年も「金メダルをあげるから頑
張れ」とは最後まで言いません。い
つ出るか分からない金メダルは、ば
あちゃんの楽しみでもあるから…。
（古山和子さん）

ぜいたくな運動会
　うちの学校の運動会にはこんな変
わった種目があります。それは運動
会当日の午前最後の種目。校庭を出
発し、なんと弘前公園西堀の桜のト
ンネルならぬ葉桜のトンネルを一周
し学校に戻るというマラソンです。
とてもぜいたくなコースでしょう。
もちろん入賞者にはメダルのごほう
びもあります。たぶん小学校の立地
が城の西側にある城西小学校だけの
ことだと思いますが…。
（P.N. 下町っ子さん）

言　葉
　今は亡き母が元気だったころの話
ですが、病院から母が帰ってきて、
「ああ、こわい、こわい」と座り
込んだ。「何か怖いことでもあった
の？」とたずねたら、「こわい」と
は「疲れた」という意味でした。
　ある病院での患者さんと先生の会
話。先生「歌って、聴いていると良
いねえ」、患者「先生は何の歌が好
きかねえ」先生「浪曲（ろうきょく）
が良いなあ」、患者「ハア ･･･、ろ
くでなしかねえ」
　こんな会話が近くで聞こえてき
て、私は「フフッ」と笑ったが、い
ずれ自分もこんな風になるんだろう
なあと思うこのごろ。言葉って聞き
方によって楽しいものだったりする
んですね。（宮村孝子さん）

さくら
　人の心を癒し、楽しませてくれた
桜も北上していきました。私が知っ
ている桜の種類は、ソメイヨシノ、
シダレザクラ、ヤマザクラ、ヒガン
ザクラぐらいです。それにバラ科に
属するということも知りました。
　今年も弘前城の桜が、何万人の人
に感動と希望を与えたことでしょ
う。まつり期間は天候に恵まれ、楽
しみにしていた満開の頃に最高の桜
を眺めることができました。
　私たち市民はこの地に住み、いく
らでも自由に見ることができ本当に
幸せです。そこで、その時の様子を
思い出し詠んでみました。
　「天守閣ひときわ目立ち聳（そび）
えたつ津軽の自慢万朶（ばんだ）の
桜」
　「車椅子２人に押され通りゆくツ
アーの旗のひらめく中に」
（岡田喜光さん）

ここからは、皆さんから寄せられた
テーマ以外のお便りを紹介します。
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桑
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鶴 晃
こう た

多くん
H25.6.14生（泉野４）

桜
さくらば

庭 孝
こう た

太くん
H25.6.29生（独狐）

田
たなか

中 來
らい ざ

沙くん
H25.6.26生（青女子）

山
やまや

谷 美
み れ い

莉李ちゃん
H25.6.14生（境関）

田
たなか

中 ひなたちゃん
H25.6.22生（大町２）

通 信

６月生まれ

  

川
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村 天
てん ま

馬くん
H25.6.29生（清原３）

石
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垣 美
みさ と

怜ちゃん
H25.6.25生（清原１）

 

髙
たかすぎ

杉 結
ゆ き あ

希亜くん
H25.6.7生（高杉）

久
く ぼ

保 日
ひ な こ

向子ちゃん
H25.6.28生（大久保）

山
やまうち

内 結
ゆう と

斗くん
H25.6.6生（青山３）
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 健
けんしん

心くん
H25.6.26生（船水３）

下
しもやま

山 世
せ な

那くん
H25.6.16生（青女子）
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川 緑
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 くん
H25.6.26生（山王町）
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田 梁
りょうが

雅くん
H25.6.7生（土堂）

齋
さいとう

藤 彩
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羽ちゃん
H25.6.4生（清原２）
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田 翔
ひい ろ

彩くん
H25.6.25生（泉野２）

内
ないき

記 あこちゃん
H25.6.3生（小友）

熊
くまがい

谷 陽
はる き

生くん
H25.6.23生（賀田１）

山
やまぐち

口 陽
はると

斗くん
H25.6.23生（大森）

菊
きくち

池 芽
め い

依ちゃん
H25.6.3生（清原４）

 
 
７月生まれ写真募集中！

★対象　平成26年７月に１歳の誕生日を迎える市内在住の子
★掲載内容　子どもの写真・氏名（ふりがな）・生年月日・住所（町名まで）
★応募方法　①子どもの写真１枚（プリント・データのどちらか）に、②子ど
もの氏名（ふりがな）・生年月日・性別、住所、保護者氏名、電話番号を記入
したものを添えて、６月10日（必着）までに、郵送、持参またはＥメールで
ご応募ください。
★問い合わせ・応募先　広聴広報課（〒 036・8551、上白銀町１の１、市役
所３階、窓口308、☎ 35・1194、Ｅメール kouhou@city.hirosaki.lg.jp）

小
こばやし

林 桃
ももの

乃ちゃん
H25.6.11生（高田５）

１歳の記念に写真を掲載してみませんか。

読者の
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木
きむら

村 拓
たく み

望くん
H25.6.21生（早稲田１）

 

高
たかすぎ

杉 凌
りょうのすけ

之丞くん
H25.6.16生（東城北３）

 

阿
あ べ

部 夏
なつ き

葵ちゃん
H25.6.11生（富田町）

小
こえだ

枝 心
つむ ぎ

紬ちゃん
H25.6.4生（藤沢）
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ＮＥＷ　ＢＯＯＫＳ　ＣＯＭＩＮＧ ＵＰ 弘前図書館近着図書紹介

ただ一人の幻影
森村誠一著、徳間書店

きょうから飛べるよ
小手鞠るい作、たかすかずみ絵
岩崎書店

いま教わりたい和食
平松洋子著、新潮社

不祥事
池井戸潤著、実業之日本社

 
弘前図書館DATA

▽開館時間
平日…午前９時半～午後７時
／土・日曜日、祝日…午前９
時半～午後５時
▽ところ　下白銀町（追手門
広場内）
▽休館日　毎月第３木曜日
（祝日の場合は翌日に振替）、
年末年始、蔵書点検期間
※蔵書点検のため、６月 18
日～ 27日は休館します。
■問問☎32・3794

月曜日も
開館して
います

30

食改さん
おすすめ
レシピ
File.30

✂

■１人分の栄養価　エネルギー／23kcal、タンパク質／ 2.0g、脂質／0.1g、カルシウム／37mg、塩分／0.6g

30

①キャベツは洗って１㎝幅に切る。チン
ゲン菜は洗って２㎝の長さに切る。えの
き茸は石づきを除き、半分の長さに切る。
もやしは洗って水気を切っておく。
②なべに、えのき茸を全体に広げて入れ、
次にキャベツ、チンゲン菜、もやしの順
に重ねるように入れる。白だしを加え、
ふたをして中火にかける。
③野菜の水分で煮えてきたら、焦げないように火を弱め４～５分蒸し煮する。
しんなりしたら火を止めて、そのまま２～３分置く。
④野菜を全体に混ぜてから器にたっぷりと盛り付ける。

 

材料（５人分）

キャベツ…………100g（葉２枚）
チンゲン菜…………100g（１株）
もやし…………250g（１パック）
えのき茸……… 80g（１パック）
白だし…………………大さじ２

3030

被災地に立つ寄り添いびと
立野泰博著、キリスト新聞社

ヘルシーな野菜レシピ  かんたん野菜蒸し煮
弘前市食生活改善推進員会少し薄味ですが、よくかんで食べることで野菜のうまみを感じ、慣れ

てきますのでお試しください。ゴマや酢、かつお節などお好みで加え
ると、減塩しながらおいしさをアップすることができます。
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編集後記
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楽しみにしていた新学期を前に、さく
らは熱を出し入院。ある日、1枚の紙
切れが届く。いったい誰が書いたの？
何のために？一歩を踏み出す勇気と希
望の物語。

震災から半年、現地に泊まり込み東日
本大震災ルーテル教会救援センター
「となりびと」の立ち上げに関わった
支援活動の記録。各地での救援報告の
講演や、現地レポートなど。

東京第一銀行事務部調査役の相馬健。
問題を抱える支店を指導する彼に念願
の部下が。しかし、そこにやってきた
のは、スーパー問題女子行員だった。
ドラマ「花咲舞が黙ってない」の原作。

人気作家・宮越は青春時代、名も知ら
ぬ少女と寄り添い夜明けまで過ごした
ことがある。ある時、その少女の恐る
べき末路を伝える手紙が届き…。全8
編のミステリーロマン。

食エッセイの名手が、もっとも信頼す
る料理人に学ぶ素材、技、こころ、味。
旬の食材の生かし方、いま作ってみた
い 118 品を紹介する和食の入門書。
『考える人』連載に加筆し書籍化。

 

どしどし
応募を！

７月１日号の投稿募集
◎読者のひろばお便りテーマ　　

「宵宮」
…弘前の夏の風物詩「宵宮」。忘れ
られない思い出や出来事、人とは違
った楽しみ方など、「宵宮」にまつ
わるエピソードをお寄せください。
テーマ以外でも構いません。

◎川柳のお題　「雨」
…お題から自由に発想して、一句ひ
ねってみてください。
▼応募方法　次の事項を記入し、６
月10日（必着）までに、郵送、持参、
ファクスまたはＥメールで応募を。
①住所・氏名・ペンネーム（希望者
のみ）・電話番号　
②お便りタイトル・エピソードなど
（200字程度）または川柳（１人一
句まで）
※なお、応募多数の場合は、採用さ
れない場合もあります。
▼問い合わせ・応募先　広聴広報
課広聴広報担当（〒 036・8551、
上白銀町１の１、市役所３階、窓
口 308、☎ 35・1194、ファクス
35・0080、Ｅメール kouhou@
city.hirosaki.lg.jp）

▲

今回は、石垣の修理が本格的に始
まる前の「天守と内濠と桜」をテー
マに特集を組みました。取材をして
いると、石垣の修理のことを知って
いる人も多く、この風景のすばらし
さや大切さを感じているんだなと思
いました。今後も修理の状況などを
紙面で紹介していければと思ってい
ます。（原）▲

毎年たくさんの人でにぎわう弘前
さくらまつり。今年は取材や手伝い
もあって、まつり期間中、何度も公
園を訪れました。日に日に姿を変え
るさくらを毎年近くで見ることがで
きる喜び、本当にぜいたくだと思い
ます。天候にも恵まれ、日焼けで真
っ赤になった自分の顔、ようやく赤
みが引いてきました。（大）
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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/　
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市立博物館特別企画展1

知られざるミュシャ展
－ 故国モラヴィアと栄光のパリ －

好評
開催中！

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 点を展示していま
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　６月 29日まで（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。
【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　子ども向けの作品解説
▽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）

　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

■ジスモンダ、■椿姫、■「オー・カル
チェ・ラタン」誌特別号
１

ウイークエンド子どもクラブウイークエンド子どもクラブ
▽内容　下表参照
▽申し込み方法　はがきまたはＥメール（住所・氏名
〈ふりがな〉・性別・電話番号・保護者氏名・学校名・
学年・希望するクラブ名〈１つ〉を記入）で、６月
25 日（必着）までに、生涯学習課「ウィークエンド
子どもクラブ」係（〒036・1393、賀田１丁目１の

１、■ＥＥ shougai@city.hirosaki.lg.jp）へ。
※複数のクラブへの申し込みが可能。申し込みは１通
につき１つのクラブです。応募多数の場合は抽選で決
定します。
■問い合わせ先　生涯学習課（岩木庁舎内、☎ 82・
1641）

クラブ名 活動日程（原則） 会場／内容 対象／参加料

子どもせん茶道クラブ 毎月第２・４土曜日の午前10時～午後４時 総合学習センター茶室／せん茶道のけいこ 小・中学生＝若干名／毎回300円

女子ソフトテニスクラブ 毎週土曜日（平成 27年３月まで）の午前９時
半～正午

弘前公園、河西体育センター、弘前Ｂ＆Ｇ
海洋センター／ソフトテニスの基礎

小学校３年生～６年生の女子＝ 8
人／年間1,000円

子ども囲碁クラブ 毎月第１･３土曜日の午前９時半～11時 市民参画センター／囲碁の手ほどき、実戦 小・中学生＝10人／無料

日本舞踊を楽しむ会 毎月第１土曜日の午後０時半～２時半／毎月第
３土曜日の午前９時半～午後０時半

弘前文化センター（第１土曜日）、第三大
成小学校（第３土曜日）／童謡、長唄、浴
衣の着方

小・中学生＝10人／無料

子どもサッカークラブ 毎月第１･３土曜日（5月～ 10月）の午前9時
～ 11時

豊田小学校グラウンド、克雪トレーニング
センター／基本技能を身に付けサッカーで
遊ぼう

小学生＝10人／無料

子どもお琴クラブ 毎月第１土曜日（５月～平成 27年３月）の午前
10時～正午 弘前文化センター／琴演奏の基礎と合奏練習 小学校３年生～中学生＝若干名／

無料
弘前ねむの会ファミリーコー
ラス ノーザンウイング

毎週土曜日（原則として、毎月第４土曜日は休み。春・
夏・冬休みあり）の午後１時半～４時

桔梗野小学校音楽室／歌と手話でのびのび歌
おう、歌で英語に楽しく慣れよう

小・中学生＝６人／無料（楽譜ファ
イルなど一部自己負担あり）

会員募集
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