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①第２市民プール（中野３丁目、☎37・1940）
▽開場期間　６月28日～８月 31日
　　　　　　午前９時～午後６時
▽休場日　６月30日、７月７日・14日、８月25日
②第３市民プール（八幡町３丁目、☎37・1941）
▽開場期間　６月28日～８月 31日
　　　　　　午前９時～午後６時
▽休場日　７月３日・10日・17日、８月 28日
③城北ファミリープール（八幡町１丁目、☎ 37・
1942）
▽開場期間　６月28日～８月 31日
　　　　　　午前９時半～午後５時
▽休場日　７月１日・８日・15日、８月 26日

④岩木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール（兼平字猿沢、☎
82・5700）
▽開場期間　９月15日までの午前９時～午後９時
～共通事項～
▽料金　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。住所や年齢を証明できる
ものを提示してください。
※その他の利用料金は、施設ごとに設定されています
ので、市ホームページなどでご確認ください。
■問い合わせ先　開場期間中は各プールへ。①②③の
開場日前は、市体育協会（☎37・5508）へ。

　本年度のプール利用についてお知らせします。健康
維持のためにも積極的にご利用ください。

市のプールが開場！ 夏だよ！
プールで楽しもう

200200
◎おかげさまで200号！
　市町村合併後の「広報ひろさき」は第 1号（平成
18年３月 1日号）から数えて、今号で２00号を迎
えることができました。平成24年１月１日号からは
「楽しい広報」「わかりやすい広報」「読みやすい広報」
を基本概念に誌面をリニューアルしており、約２年半

が経過しました。
　いつも読んでくださる市民の皆さんをはじめ、広報
誌の作成や配布などにご協力いただいた関係者の皆さ
んには心から感謝いたします。今後も市民の皆さんに
親しまれる広報誌の作成に取り組んでいきますので、
これからの「広報ひろさき」もよろしくお願いします。
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　市庁舎の改修などについては、庁内に市庁舎改修等検討委員会を設置し、平成22年 10月から検討を続けてき
ました。
　検討内容は、これまでも本誌で連載してお知らせしてきましたが、今回、市庁舎の増改築計画がまとまりました
ので、本年度から始まる増築棟の新築工事と本庁舎の耐震および改修工事について、その概要をお知らせします。

１　スケジュール

市政情報
Town Information

市庁舎の増改築事業計画がまとまりました市庁舎の増改築事業計画がまとまりました
～市民のためのあずましい庁舎～～市民のためのあずましい庁舎～
市庁舎の増改築事業計画がまとまりました
～市民のためのあずましい庁舎～

年　月 立体駐車場建設工事 増築棟の新築工事 本館などの改修工事
平成26年 6月 工事開始

11月 供用開始予定 工事開始  
平成27年 10月 　　↓ 外部改修工事開始
平成28年 3月 完成予定 　　↓

7月 耐震・内部改修工事開始
平成29年 9月 完成予定

２　基 本 方 針
　市庁舎は「市民のための庁舎」を目指し「親しみ」「やさしさ」｢安全・安心」に配慮しながら、具体的な工事の
方向性として次の5つの項目を基本に整備を進めます。

基本方針１
「歴史的建造物として後世に引き継ぐ庁舎」
　本庁舎は、世界的な建築家である前川國男による設
計で、平成26年２月には景観重要建造物に指定され
ています。
　本庁舎の改修は、その価値を保存し、現代ニーズに
対応しながら文化的建造資源として永く使い続け、後
世に引き継げるようにします。

基本方針２
「市民にやさしい庁舎」
　課室の配置は、利用頻度が高く、市民に身近な部門
や銀行・売店の低層階への配置、エレベーターや多目
的トイレ、授乳室を増設します。
　また、本館の正面玄関付近に市民ホール、市民ギャ
ラリーを設置し、誰でも気軽に立ち寄れ、多目的な利
用ができるようにします。

基本方針３
「環境と経済性に配慮した庁舎」
　省エネルギー対策として、LED照明の採用、太陽
光発電システムや燃料電池型ガスコージェネレーショ
ンシステム（※）の導入、断熱性能の向上により、
CO2の排出抑制を行います。

基本方針４　
「市民の安全と安心を守る庁舎」
　増築棟を当市における災害対策の拠点として位置づ
け、免震工法で建設し、災害対策本部となる防災会議
室や防災安全課などの機能や防災無線室といった重要
な設備機器を集約することで、指揮・命令・情報伝達
の即時対応を可能とします。
　また、緊急避難者の対応として、増築棟の休憩室な
どで 100人程度の避難者待機スペースを確保し、中
庭にも仮設テントや仮設トイレの設置を可能とすると
ともに、食堂を活用した炊き出しにより、災害時の食
事提供をします。ほかにもライフラインが途絶した場
合の庁舎機能維持の対策として、非常用自家発電設備、
燃料電池型ガスコージェネレーションシステムおよび
太陽光発電と蓄電池といった複数系統により電源を確
保します。

基本方針５　
「変化に対応できる機能的な庁舎」
　社会状況の変化や社会ニーズの変化に対応するた
め、事務室を床下配線が可能なOAフロアとし、課
室間の間仕切り壁を極力設けないこととし、利用者に
開放感を与え、課室間のスペースの共有や連携向上を
図ります。

～まずは駐車場、その後増築棟の新築と本館などの改修～

～あずましい庁舎と防災拠点機能の充実～

３　工事費 ～総工事費は63億９千万円　合併特例債と補助金を有効活用～

　増改築事業の総工事費は、63億 9,158 万円で、財源の内訳は、交付税措置のある合併特例債が 55億 5,770
万円と耐震化工事や景観形成などの国県等から５件の補助金５億 4,069 万円を見込み、実質的に市が負担する額
は、総工事費の30.7％に当たる19億 6,050 万円に抑えることが可能となる見込みです。

◎工事費見込
工事種別 金　額

立体駐車場建設 5億9,400万円
市庁舎増築棟新築 32億 2,033万円
市庁舎既存改修 24億 4,210万円
その他工事 1億3,515万円

合　計 63億 9,158万円

種　別 金　額
合併特例債 55億 5,770万円

 
交付税算入（70％） 38億 9,039万円
市の負担（30％） ①　16億 6,731万円

補　助　金 5億4,069万円
建設時の市の負担 ②　 2億9,319万円

合　計 63億 9,158万円

◎財源見込

※市の負担合計額　①＋②＝19億 6,050万円

■問い合わせ先　財産管理課（☎35・1120）

【計画概要】
　建築場所　上白銀町１の１　　
　敷地面積　14,485.00㎡　　
　建築面積　 6,658.70㎡
　延床面積　23,120.12㎡

構造種別　
　増築棟　　鉄筋コンクリート造（免震構造）地上４階地下１階　5,101.02㎡
　本館　　　鉄筋コンクリート造（耐震改修）地上４階　　　　　5,383.85㎡
　新館Ａ　　鉄筋コンクリート造（耐震改修）地上６階地下１階　4,490.48㎡
　新館Ｂ　　鉄骨鉄筋コンクリート造（内外装改修）地上６階　　1,408.28㎡

【駐車場概要】　
　①立体駐車場　鉄骨造３階建（３層４段式）
　　　　　　　　プレハブ式自走式駐車場
　　　　　　　　延べ面積　約6,172㎡
　　　　　　　　収容台数　268台（一般車220台、
　　　　　　　　車いす使用者用３台、公用車用45台）
　②平面駐車場　約20台分（予定）
　※利用時間や料金などについては、運用方法の決定
　後お知らせします。駐車場外観イメージ

外観イメージ

立体駐車場立体駐車場

旧第八師団旧第八師団
長官舎長官舎

弘前公園弘前公園 新館Ａ新館Ａ
（耐震改修）（耐震改修）

本館本館
（耐震改修）（耐震改修） 新館Ｂ新館Ｂ

（内外装改修）（内外装改修）
増築棟増築棟

（免震構造）（免震構造）

※燃料電池型ガスコージェネレーションシステム…都市ガスを利用した電気化学反応によって発電する一方、これにより
発生する排熱を利用して給湯・空調などの熱需要をまかなうエネルギーの効率的な運用システム。
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の人（各職種共通）
診療放射線技師＝昭和50年４月２日以降に生まれた
人
看護師＝昭和40年４月２日以降に生まれた人
▽採用予定
診療放射線技
師＝２人
看護師＝９人
▽試験日　７
月27日（日）
▽試験場所　
市立病院（大
町３丁目）
▽試験科目　性格検査、面接試験
▽合格発表予定日　８月27日（水）
▽受験申込書の提出方法　市立病院総務課で交付する
受験申込書に必要事項を記入し、６月 27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　市立病院総務課総務
係（〒 036・8004　大町３丁目８の１、☎ 34・
3211、内線 164）

市政情報
Town Information

65 歳からは介護保険料の納入を介護福祉課から
のお知らせです

　介護保険は、40歳以上の加入者（被保険者）が保
険料を出し合い、介助が必要となったときに、介護
サービスを低額で利用できるようにした社会保障制度
です。被保険者のうち、40歳～ 64歳の人（第２号
被保険者）は、加入している健康保険料に介護保険負
担分が含まれていますが、65歳からは第１号被保険
者として、健康保険料とは別に介護保険料を納めるこ
とになります。
　市では、65歳になる月に、介護保険被保険者証を、
翌月には介護保険料納入通知書を郵送し、納付をお願
いしています。なお、誕生日が４月２日～７月１日の
人は、７月に発送される納付額決定通知書が届くまで
は納付の必要がありません。

　保険料は、半年から１年程度は納入通知書で納め、
その後は年金からの天引き（特別徴収）になります。
ただし、年金額が年額18万円未満の人は、納入通知
書で納めていくこと（普通徴収）になります。該当者
は、口座振替を利用することもできます。保険料段階
については下表をご覧ください。
　なお、保険料が未納の場合、未納期間に応じて介護
サービスを受ける際に、一時的に全額負担しなければ
ならなくなったり、負担割合が１割ではなく、３割に
なったりする場合がありますので、ご注意ください。
不明な点は問い合わせを。
■問い合わせ先　介護福祉課介護保険料係（市役所２
階、窓口251、☎ 40・7049）

保険料段階 対象者 保険料の調整率 保険料（年額）

① 第１段階 ・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 基準額×0.493 36,480円

② 第２段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が80万円以下の人 基準額×0.493 36,480円

 ③ 特例第３段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.63 46,560円

④ 第３段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が120万円を超える人 基準額×0.74 54,720円

 ⑤ 特例第４段階 世帯の中に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で課税
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.875 64,680円

⑥ 第４段階 世帯の中に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で課
税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を越える人 基準額×1.0 74,040円

⑦ 第５段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円未満の人 基準額×1.125 83,280円

⑧ 第６段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以上190万
円未満の人 基準額×1.25 92,520円

⑨ 第７段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が190万円以上400万
円未満の人 基準額×1.5 111,000円

⑩ 第８段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上の人 基準額×1.75 129,480円

スタート

生活保護を受給していますか

住民税を納めていますか

いいえはい

同じ世帯に住民税を納めている人がいますか

いいえ

合計所得金額が 125万円未満ですか

老齢福祉年金を受給していますか

いいえ

はい

前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が 80万円以下ですか

はい

合計所得金額が 125万円
以上 190万円未満ですか

１

前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が 120万円以下ですか

いいえ

はい

いいえ

前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が 80万円以下ですか

はい いいえ

はい

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

合計所得金額が 190
万円以上400万円未
満ですか

いいえはい

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

あなたの保険料段階は？

市の情報公開・個人情報保護制度昨年度の状況を
報告します

【情報公開について】
　市民の皆さんの一層の市政参加と、市政に対する的
確な理解を深めるため、「情報公開条例」で、市が保
有する公文書の開示を請求する権利を定めています。
平成25年度の公文書開示請求などの状況は下表のと
おりでした。

○公文書開示請求の件数および決定の状況

区分 件数
決定の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ　　

開示請求 182 114 58 8（5） 2
開示申出 3 1 0 2（2） ０
計 185 115 58 10（7） 2

○開示決定などに対する不服申立件数

区分 件数
処理の状況（件）

容認 一部容認 棄却 却下
諮問等
手続中 審理中

異議申立 ６ 1 0 0 0 2 3
※苦情の申し出はありませんでした。

【個人情報保護制度について】
　個人の権利・利益を保護するため、「個人情報保護
条例」で、個人情報の適正な取り扱い方と、市が保有
する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する
権利を定めています。平成25年度の個人情報保護条
例の運用状況は下表のとおりでした。

○保有個人情報開示請求の件数および決定などの状況

区分 件数
決定などの状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ　　

開示請求 23 16 6 1（1） 0

※上記のほか、職員採用試験に関する口頭による開示
請求が51件ありました。
※訂正請求および利用停止請求はありませんでした。
※開示決定等に対する不服申し立てなどはありません
でした。
※事業者に対する勧告、説明または資料の提出要求な
らびに事業者が勧告に従わなかった旨の公表はありま
せんでした。

■問い合わせ先　法務契約課（☎35・1137）

医療職（保健師）

▽資格　日本国籍を有し、昭和 55 年４月 2日以降
に生まれた人で、保健師の免許を有する人または平成
27年５月 31日までに免許を取得する見込みの人
▽採用予定　２人
▽試験日　７月27日（日）
▽試験場所　市役所（上白銀町）
▽試験科目　性格検査、小論文試験、面接試験、専門
試験
▽合格発表予定日　８月27日（水）
▽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、７月７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）

医療職（診療放射線技師、看護師）

▽資格　日本国籍を有し、それぞれの免許を既に有す
る人または平成 27年４月 30日までに免許取得見込

あなたの力を
市民・市のために 市職員募集（医療職）
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環境ニュース環境ニュース環境ニュース

　空き地や空き家、家庭の庭などで、雑草が茂ったり
害虫が発生したりして困っているとの相談が近隣住民
から寄せられています。
　空き地などの所有者や管理者は、近隣住民の生活に
迷惑を掛けないよう、定期的に雑草を刈り取ったり、
害虫の駆除を行ったりするなど、適切な管理をお願い
します。
　また、アメリカシロヒトリの被害が拡大しています。

敷地内の雑草や害虫などの対処はお早めに

駆除には、地域ぐるみで一斉に薬剤散布を実施するこ
とが効果的です。そのため、市では町会を対象に薬剤
噴霧器の貸し出しを行いますので、詳しくはお問い合
わせください。
　なお、自分で対処できない場合は、害虫駆除業者や
造園業者などにご相談ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

やめよう！不法投棄
　わたしたちの家庭から出るごみのうち、家電リサイ
クル法対象品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・
衣類乾燥機、エアコン）のほかに、タイヤ、バッテリー、
消火器などは市で収集しないため、販売店に引き取っ
てもらうなどの適正な処理をお願いしています。
　しかし、これらにはリサイクル料金や処理料金が掛
かるため、人目につかない山林や空き地などに捨てる
人がいます。また、缶、びんから自転車、家具に至る、
市で収集しているごみも不法に捨てられていることが
あります。
　不法投棄されたごみにより、自然環境や景観が悪く
なります。また、元に戻すためには多くの労力と費用
を要します。不法投棄は犯罪です。絶対にやめてくだ
さい。

自然環境を守り、良好な景観を維持していくために

野焼きはやめましょう
　家庭や事業所から出たごみ
を、ドラム缶に入れて焼却した
り、空き地や河川敷などで焼却
したりする「野焼き」は、「廃
棄物の処理及び清掃に関する法
律」で禁止されています。
　野焼きは、悪臭や煙による近隣トラブルにつながる
ほか、ダイオキシン類などの有害物質を発生させるな
ど、健康への影響が心配されます。
　例外として農業を営むためにやむを得ないものとし
て行う焼却は法律上認められていますが、周辺住民な
どからの苦情が出ないように少量の焼却を心掛け、煙
やにおいには注意を払ってください。
■問い合わせ先　環境管理課環境事業所（町田字筒井、
☎35・1130）

上記の事項には重い罰則が科せられます！
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金（法人は
３億円）または併科の重い罰則が設けられています。

　県が推進する「もったいないあおもり県民運動」の
一環のレジ袋の無料配布中止の趣旨に賛同し、県内全
店でレジ袋の有料販売に取り組んでいるユニバースで
は、その収益金を環境貢献活動として還元するため、
古紙などの資源ごみ回収ステーションの設置・管理を
行い、寄付金の受け入れを希望する民間団体を募集し
ています。
▽対象　特定非営利活動法人、民間団体（町内会・子
ども会・PTAなど）

古紙などの「資源ごみ回収ステーション」設置者を募集

▽寄付対象　資源ごみ回収ステーション整備に要する
設置経費の一部
※本年度に設置する施設が対象。
▽寄付金額　約120万円（県内で６施設相当）
※１施設当たり上限20万円。
▽申し込み締切　７月31日（木）
※寄付金額に達した時点で締め切ります。
■問い合わせ・申込先　環境管理課環境事業所（町田
字筒井、☎35・1130）

　７月１日、全国で平成26年経済センサス‐基礎
調査と平成26年商業統計調査を一体的に実施しま
す。
　全国すべての事業所および企業が調査の対象にな
りますので、ご協力をお願いします。
【調査目的】
　経済センサス‐基礎調査は、我が国の全ての産
業分野における事業所および企業の基本的構造を全
国および地域別に明らかにするとともに、事業所・
企業を対象とする各種統計調査の実施のための母集
団情報を整備することを目的として実施します。
　商業統計調査は、我が国における商業の実態を明
らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ること
を目的として実施します。
　調査の結果は、国及び地方公共団体における行政
施策の立案や、民間企業における経営計画の策定な
ど、社会経済の発展を支える基礎資料として広く利
用されます。
【調査対象】
　商店や工場、事務所、営業所、学校、旅館、学習
塾、病院、神社・寺院などすべての企業、事業所が
対象となります。
【調査内容】
　「基礎調査」では、従業員数、事業の内容、売上
金額など、「商業統計調査」では、商品販売額、売
上面積などの事業活動の実態を調査します。

【調査方法】
　調査は「調査員による調査」と「本社等一括調査」
による二つの方法で行います。
　「調査員による調査」は、支社等のない事業所お
よび新設された事業所を青森県知事が任命する調査
員が６月下旬から訪問し、調査票の配布・回収を行
います。回答方法は、調査員に調査票を提出する方
法のほか、インターネットを使用してオンラインで
も回答できます。
　また「本社等一括調査」は支社等を有する企業ま
たは組織の本社等に調査書類を郵送します。企業ま
たは組織全体の内容とともに、支社等ごとの従業者
数や売上金額などについても本社等で、回答しても
らいます。回答方法は、郵送またはインターネット
を使用してのオンライン回答となります。
【調査票の管理と事業者情報の保護】
　調査票に記入した内容は、統計法に定められてい
る利用目的以外（例えば徴税資料など）に使用する
ことは絶対にありません。
　また、この調査を実施する関係者には、調査によ
り知り得た事項を他に漏らしてはならない守秘義務
が定められていますので、安心してご記入ください。
【かたり調査にご注意ください！】
　調査を装った不審な訪問者や不審な電話・電子
メールなどにご注意ください。
　調査員は必ず調査員証を身に付けていますのでご
確認ください。また、金品を請求したりすることは
ありません。
　不審に思った際には、速やかにコールセンターな
どにお知らせください。
※調査について不明な点などがあった場合は、コー
ルセンターにお問い合わせください。
■問い合わせ先　午前9時～午後8時に、平成26
年経済センサス－基礎調査／商業統計調査コールセ
ンター（☎フリーダイヤル0120・0701・70）へ。
※ 050 から始まる IP 電話などフリーダイヤルに
接続できない場合は　（☎ 050・3786・5939 ※
有料）へ。なお、調査員との約束時間の変更など、
調査員に関することについては、行政経営課統計情
報分析担当（☎ 34・3555）へお問い合わせくだ
さい。

平成26年
経済センサス

… 調査にご協力ください …全国すべての企業・事業所が対象です

商業統計調査
‐基礎調査

市政情報
Town Information 環境ニュース
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　市では、弘前城本
丸石垣修理工事に伴
い、平成 25 年度か
ら天守北側の発掘調
査を実施しており、
本年度も６月中旬か
ら再開する予定です。
安全確保のため、引
き続き発掘調査区内は通行することができません。市
民の皆さんにはご不便をお掛けしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
　なお、発掘調査の様子は常時見学が可能です。また、
調査の成果については、後日現地説明会を開催する予
定です。日程については、改めてお知らせします。
▽発掘調査期間（予定）　６月中旬～11月 28日
▽現地説明会開催（予定）　11月
■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）

 

ブランデュー弘前ＦＣ
サポートスタッフ大募集
　サッカーの東北リーグ１部
への昇格を目標に、2014シー
ズンを戦うため、ホームゲー
ムの運営などの手伝いをする
サポートスタッフを募集して
います。
▽活動内容　ホームゲーム運営サポート、イベン
ト運営サポート、試合告知チラシ・ポスターの配
布など
▽対象　16歳以上（高校生は保護者の承諾が必
要）で、携帯電話などでＥメールの受信が可能な
人
▽申し込み方法　住所、氏名、生年月日、性
別、電話番号、ファクス番号を記入し、Ｅメール
（info@blancdieu-hirosaki.com）で申し込み
を。
■問い合わせ先　ブランデュー弘前ＦＣ事務局
（☎35・2012、平日の午前9時～午後６時）
※ブランデュー弘前ＦＣの最新情報などは下記を
ご覧ください。
〇 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.blancdieu-
hirosaki.com）…情報満載、ブランデュー弘前
ＦＣのことなら何でもチェックできます！
〇 Facebook（https://www.facebook.
com/hirosakijsportsproject）…試合当日は
スコア速報を実施！
〇 Twitter（https://twitter.com/Blancdieu_
Hiro）…たくさんつぶやいています！

 

新任の教育長、教育委員の紹介

　教育委員の選任は、５月16日に開催された平
成26年第１回市議会臨時会で同意されました。
　また、教育長は20日の教育委員会会議で佐々
木健氏に決まりました。

佐
さ さ き

々木 健
けん

 教育長

【主な経歴】
昭和 49年、青森県教育委員会に採用。青
森県総合学校教育センター指導主事、弘前
市教育委員会教育研究所指導主事、弘前市
立第二中学校教頭、同裾野中学校校長、同
第一中学校校長、弘前愛成園園長を歴任。

◆教育委員会委員
　委員長　九戸　眞樹
　委員長職務代行者　前田　幸子
　委　員　土居　真理
　委　員　一戸　由佳
　教育長　佐々木　健

石垣修理に係る弘前城本丸の発掘調査を開始します !

【発掘現場位置図】

※弘前城本丸石垣修理事業について、１分程度のPR
動画をインターネットで公開しています。詳しくは、
ウェブサイト（http://youtu.be/Fz80xhGsCe4）
をご覧ください。

発
掘
現
場

下乗橋下乗橋

天守天守

内
濠
内
濠

本丸本丸

平成25年度の発掘調査の様子

発発

 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

「弘前×フランス」
プロジェクト
～みんなが知ってる曲をフランス語
でうたってみよう♪～
　「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第2
回目です。子どもも大人も、フラン
ス語で歌ってみたい人は歓迎しま
す。
▽とき　６月 21 日（土）、午後１
時15分から２時間程度
▽ところ　まちなか情報センター
（土手町）２階交流室
▽内容　フランス発祥の「音楽の日」
６月 21日の紹介と、フランスでお
なじみの歌、日本のアニメソングな
どをフランス語で歌うワークショッ
プ。歌詞の読み方は弘大生、留学生
が教えます。
▽対象　市民
▽参加料　無料
▽定員　25人
※事前の予約も可。
■問問弘前大学フランス語ホームペー
ジ・プロジェクト（■ＥＥ frenchpj@
cc.hirosaki-u.ac.jp）、 あ ん よ・
せらぴー共育研究会（境さん、☎携
帯 090・1935・5527、 ■ＦＦ 35・
8948）

りんごの一年物語（全３回）
第２回実すぐり
　農作業を通して、りんごの花が咲
き、収穫するまでお付き合いくださ
い。第2回は実すぐりの体験です。
収穫したりんごはプレゼントしま
す。
▽とき　６月 22 日（日）、集合＝
午前９時（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山ろ
く（鼻和）
▽参加料　無料
▽持ち物　雨具、軍手
■問問６月 21日までに、フルーツ合衆

国（岩木山観光協会内、福澤さん、
☎兼■ＦＦ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。

第15回よさこい津軽

　31チームが独自の衣装と振り付
けで元気いっぱいの踊りを繰り広げ
ます。情熱的な演舞にご期待くださ
い。
▽とき　６月 29 日（日）、午前９
時50分～午後３時半（雨天決行）
▽ところ　土手町通りおよび３・３・
２号線の一部
▽その他　実行委員会では、よさこ
い津軽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。詳し
くは問い合わせを。
■問問よさこい津軽実行委員会事務局
（上鞘師町、弘前商工会議所内、☎
33・4111、■ＦＦ 35・1877）

弥生いこいの広場「工作教
室」と「動物広場イベント」
○工作教室
▽とき　６月28日（土）
　　　　午前10時～
※材料が無くなり次第終了。
▽内容　万華鏡作り
○動物広場イベント
▽とき　６月29日（日）
　　　　午前10時～
▽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
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽参加料　無料（動物広場イベント
は、動物広場入場料が必要）
※事前の申し込みは不要。
■問問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

藤田記念庭園無料開放

▽とき　６月29日（日）
　　　　午前９時～午後５時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
▽内容
○津軽塗のはし研ぎ体験…午前 10
時～午後４時／体験料＝1,400円

○真土・岳暘保育園園児によるよさ
こい遊戯披露…午前 10時～ 10時
半
■問問藤田記念庭園（☎37・5525）

大仏公園あじさいまつり

　きれいに整備され、あじさいに囲
まれた大仏公園でゆっくり過ごしま
せんか。公園入口には車いす用のス
ロープもあります。
▽とき　７月１日～31日
▽ところ　大仏公園（石川字大仏）
▽期間中イベント　チェックポイン
トクイズ、写真・俳句・短歌コンテ
スト
▽特別イベント　７月 20日…①紙
ひこうき大会＝午前 10時半から／
②津軽三味線、民謡、手踊り（渋
谷和生一行）＝午前 11時から／③
ジャズ演奏（長谷川健スウィング
ハットジャズオーケストラ）＝午後
１時から
▽対象　市民
▽参加料　無料（①＝紙ひこうき用
の紙は町会が用意、当日受付）
■問問石川町会（工藤さん、☎携帯
090・3756・8605）、石川町民会
館（☎92・3215）
※平成 26年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

第７回青森県民スポーツ・
レクリエーション祭
　県民を対象としたスポーツ・レク
リエーションの大会です。県内６市
３町において、さまざまな種目で開
催されます。各市町村の試合を観戦
してみませんか。
▽とき　７月５日・６日
▽ところ　県内の各体育施設
▽種目　グラウンドゴルフほか 33
種目
※詳細はホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/bunka/
sports/7th-kenmin-sporec-
fes.html）をご覧ください。
■問問青森県スポーツ・レクリエー
ション連盟（☎青森 017・734・
9909）
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昼食
▽受け付け開始　６月 22日、午前
８時半～
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます（受付時間は午後５
時まで）。
■問問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

2014ファミリー
エンジョイテニス
　親子で一緒に楽しくテニスを体験
してみませんか。
▽とき　７月12日（土）　
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　スポンジボールでのキャッ
チボール、的当てゲーム、サーブ、
ストローク、ボレー、スマッシュな
ど
▽対象　親子（子どもは３歳～小学
校３年生）
※小学生は子どものみの参加も可。
▽参加料　500 円（当日徴収、保
護者は無料、傷害保険料を含む）
▽持ち物　室内シューズ、タオル（子
ども用ラケット、ボールは用意しま
す）
■問問７月５日までに、ファクス（住所・
氏名・子どもの年齢・学年・保護者
氏名・電話番号を記入）で、日本女
子テニス連盟青森県支部（鍛〈きた
え〉さん、☎兼■ＦＦ 26・2555）へ。

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　①７月 19日、午前
11時～午後２時＝「おさかな食育
クッキング～旬の魚いただきます♪
～」／②７月 26日、午後１時～２
時半＝「歌い継ぎましょう童謡・歌
唱を　その10」
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　①食育に関心のある親子・
一般＝40人／②小学生以上
▽受講料　①＝500円／②＝無料
■問問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■ＨＨ http://www.tojo.
ac.jp）
※①の講座については、弘前丸
魚ホームページ（http://www.
hmaruuo.co.jp）をご覧ください。

▽定員　10人（親子参加も可、小
学生以下の参加は保護者同伴）
▽持ち物　不要になったうちわ１
枚、フェースタオル４枚、さらし布
（家にある人、20㎝× 30㎝程度の
大きさ）、模様付けに使う道具（模
様を付けたい人のみ、シール、色鉛
筆など）、作業しやすい服装
～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
▽受け付け開始　６月 21日（土）、
午前９時～
■問問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388、受付時間は午
後４時まで）
※月曜日は休館日。月曜日が祝日の
場合は翌日が休館日。

ミニバランスボール教室

▽とき　６月 21日～７月 19日の
毎週土曜日、午後６時半～７時半
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽内容　バランス感覚を養いながら
も普段意識しない筋肉を無理なく鍛
えることができるエクササイズ
▽対象　高校生以上の市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　ミニバランスボール（20
個まで貸し出します）
■問問６月 19 日までに、電話または
ファクス（住所・氏名・年齢・電話
番号を記入）で、岩木Ｂ＆Ｇ海洋
センター（☎ 82・5700、■ＦＦ 82・
5701）へ。

初心者硬式テニス教室

▽とき　７月４日～８月 29日の毎
週金曜日（８月 15 日を除く）、午
後７時半～９時
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
テニスコート
▽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）
※事前の申し込みは不要。
▽持ち物　タオル、シューズ（ラケッ
トは貸し出します）

■問問リベロ津軽スポーツクラブ事務局
（☎ 55・5143、平日の午前 10時
～午後３時）

サワラ生け垣の
剪定（せんてい）講習会
　初心者にも分かりやすく説明し、
実技も行います。
▽とき　６月28日（土）、午前10
時～（小雨決行）
▽ところ　亀甲町広場
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要
▽持ち物　軍手、剪定ばさみ（多少
は主催者側で用意します）
■問問市みどりの協会（☎33・8733）

ソフトテニス教室

　初心者・中級者・上級者に分かれ
て基本練習をし、練習方法などを習
得します。
▽とき　７月５日～ 26日の土・日
曜日、午前10時～正午
▽ところ　弘前公園内テニスコート
▽対象　小学生以上の市民（小・中
学生は保護者同伴）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み　当日会場で受け付け
▽持ち物　テニスシューズ（ラケッ
トは貸し出します）
■問問弘前ソフトテニス協会（築館さん、
☎携帯090・3694・0796）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル2010入門講座】
▽とき　７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　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した基本的な操作
※エクセル 2010 以外のバージョ
ンを使っている人は操作方法が異な
りますので、ご注意ください。
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、

天文台観察会
☆見あげてごらん天体ショー☆
▽とき　７月７日（月）、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　「15 光年離れた七夕伝
説」
▽参加料　市民＝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）

体験学習
「第３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３回を開催します。
▽とき　７月26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　食べられるものを探してみ
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人程度（先着順）
▽参加料　無料

▽申し込み方法　６月 23 日～７
月 14 日に、ファクスまたはＥ
メールで、ECOリパブリック白神
（■ＦＦ 88・8809、■ＥＥ jimukyoku@
shirakamifund.jp、電話による申
し込みは不可）へ。
※申込書はホームページからダウン
ロードできます。
■問問 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）

夏休み子ども自然体験
キャンプ参加者募集
【世界遺産白神山地子ども自然体
験キャンプ「子どもパークレン
ジャー」】
▽とき　第１回＝８月１日～３日
（２泊３日）、第２回＝８月５日～７
日（２泊３日）
▽ところ　第１回＝鰺ヶ沢町白神山
地（赤石川周辺）、第２回＝西目屋
村白神山地（大川周辺）
▽内容　白神の森体験、川の体験、
テント泊、焚き火炊飯
▽対象　小学校３年生～中学生
▽募集定員　20人（先着順）
▽参加料　8,000円（食費、おやつ、
飲み物、保険代として）
【夏休み子ども防災キャンプ】
▽とき　８月 10日～ 12日（２泊

３日）
▽ところ　岩木山ろく嶽高原（常盤
野字黒森）
▽内容　火起こし、焚き火炊飯、テ
ント設営、救急法体験、消防災害体
験、救助犬訓練所体験
▽対象　小学校３年生～中学生
▽募集定員　30人（先着順）
▽参加料　3,000円（食費、おやつ、
飲み物、保険代として）
■問問各開催日の５日前までに、岩木山
自然学校（高田さん、☎83・2670、
■ＦＦ 83・2675、 ■ＥＥ pwonder@
infoaomori.ne.jp）へ。

弘前市民俗芸能発表会

　三味線、登山ばやし、獅子舞など、
ふるさと津軽の伝統芸能を発表しま
す。
▽とき　７月 13 日（日）、午後１
時半～（午後１時開場）
▽ところ　岩木文化センターあそ
べーる（賀田１丁目）
▽入場料　無料（整理券が必要）
▽整理券配布場所　弘前文化セン
ター、中央公民館岩木館、中央公民
館相馬館
■問問文化財課（☎82・1642）

環境整備センターの教室

【プロが教えるかんたん楽しいエコ
クッキング教室】
▽とき　７月５日（土）　
　　　　午前９時半～午後０時半
▽内容　豚肉とセロリのサラダ、セ
ロリの混ぜご飯など全４品
▽講師　福士るみ子さん（サロン・
ド・胡桃）
▽定員　20人（親子参加も可、小
学生以下の参加は保護者同伴）
▽持ち物　エプロン、ふきん、大き
めの皿１枚、スープカップ１個、は
し（必要に応じてスプーンなど持参
を）、お米一人当たり0.5 合
【牛乳パックのリサイクル☆オリジ
ナルうちわ作り教室】
▽とき　７月12日（土）
　　　　午前９時半～午後０時半
▽講師　環境整備センタープラザ棟
職員
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 宝くじ文化公演～弘前市民会館開館50周年記念～

▽とき　９月28日（日）、午後３時開演（午後２時開場）
▽ところ　弘前市民会館（下白銀町）大ホール
▽入場料（全席指定）　一般＝ 3,000 円、高校生以下＝ 1,500 円（宝くじ
の助成による特別料金です）
▽曲目　ロッシーニ＝歌劇「ウイリアム・テル」序曲、ラフマニノフ＝ピア
ノ協奏曲第２番、ベートーヴェン＝交響曲第６番「田園」
▽演奏者　管弦楽＝東京フィルハーモニー交響楽団、指揮者＝園田隆一郎さ
ん、ピアノ＝三舩優子さん
▽チケット販売所　６月 27日から、さくら野百貨店弘前店、市立観光館、
弘前市社会教育協議会、ヒロロ１階インフォメーション、ポみっと！チケッ
ト（http://pomit.jp/）にて販売。枚数に限りがあるのでお早めに。
▽その他　小学生未満の子どもは入場できません。満１歳から就学前の子ど
もを対象に無料の託児所を設置します。ご利用の場合は、９月16日までに
文化スポーツ振興課へ申し込みを。
■問問文化スポーツ振興課（☎40・7015）

東京フィルハーモニー
　　　　　　　交響楽団特別演奏会
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保健センター（☎37・3750）へ。

ベテランズセミナー

▽とき　７月17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　くらしのあれこれ①「生
活習慣病の予防」
▽講師　土谷庸さん（東北女子大学
家政学科准教授）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝50人程度
▽受講料　無料
■問問７月 16日までに、電話かファク
スで、中央公民館（☎ 33・6561、
■ＦＦ 33・4490、火曜日は休み）

初級陶芸サークル
メンバー募集
▽活動日　毎週月曜日（年末年始、
祝祭日を除く）の午後７時半～９時
半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階工作実習室
▽対象　陶芸に興味のある人（子ど
も連れでの参加も可）
▽会費など　月会費 1,500 円、土
代１㎏当たり 200 円、焼き代（別
途徴収）
▽持ち物　エプロン、タオル２枚
※見学・体験は大歓迎。
■問問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）、初級陶芸サークル（■ＥＥ
mhtxc340@gmail.com）

無料電話相談

【全国一斉女性の権利110番】
　女性に対する暴力（ドメスティッ
クバイオレンス、セクシャルハラス
メント、ストーカー）や離婚に関す
る諸問題、職場における差別など、
女性の権利全般に関する無料電話相
談を実施します。
▽とき　６月23日（月）
　　　　午後１時～４時
▽電話番号　☎青森 017・763・
4670（青森県弁護士会本部）、携
帯 080・1661・1698（同会弘前

支部）
【労働相談ホットライン】
　さまざまな労働問題でお悩みの人
のために、労働問題に詳しい弁護士
が適切なアドバイスをする無料電話
相談を実施します。
▽とき　６月24日（火）
　　　　午後３時～８時
▽電話番号　☎青森 017・763・
4670
■問問青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285）

弘前図書館の休館

　図書の点検や配置替え、館内清掃
などのため、次の期間は休館となり
ますので、ご了承ください。
▽期間　６月18日～ 27日
※休館中の返却は、弘前図書館正面
玄関、総合学習センター、まちなか
情報センター、弘前駅自由通路（JR
改札口付近）にある返却ポストまた
は、岩木図書館、相馬ライブラリー、
こども絵本の森をご利用ください。
■問問弘前図書館（☎32・3794）

男女共同参画週間

「家事場のパパヂカラ」（平成26年
度男女共同参画週間キャッチフレー
ズ）
　男女が互いにその人権を尊重しな
がら、責任も分かち合い、個性と能
力を十分に発揮できる社会の実現に
向けて、内閣府男女共同参画局では、
６月 23日～ 29日の１週間を「男
女共同参画週間」と定めています。
　市では、平成 23年度に「弘前市
男女共同参画プラン」を策定し、「一
人ひとりの笑顔があふれる弘前の実
現」を目指しています。
　一人ひとりの豊かな人生を実現す
るために、いろいろな場面で男女共
同参画の視点を持ってみませんか。
■問問 市民参画センター（☎ 31・
2500）

国家公務員（税務職員）
採用試験
▽受験資格
①４月１日現在、高校または中等教
育学校を卒業した日の翌日から起算
して３年を経過していない人および

平成 27年３月までに高校または中
等教育学校を卒業する見込みの人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽第１次試験日　９月７日（日）
▽申し込み方法　６月 23 日～７
月２日に、インターネット（申込
専用アドレス http://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.html）で申
し込んでください。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、最寄りの税務署、仙
台国税局人事第二課または人事院
東北事務局に受験申込書を請求し、
６月 23日～ 26日に、郵送（６月
26日の消印有効）または持参して
ください。
■問問人事院東北事務局（☎仙台022・
221・2022）／仙台国税局人事
第二課試験研修係（☎仙台 022・
263・1111、内線 3236）

弘前大学人文社会科学研究科
（大学院修士課程）入試説明会
▽とき　６月27日（金）
　　　　午後６時～７時
▽ところ　弘前大学（文京町）人文
学部４階多目的ホール
▽内容　学生募集要項（当日配布）
による入試の説明、カリキュラムな
どの説明
▽対象　人文社会科学研究科に興味
のある人
※事前の申し込みは不要。  
■問問弘前大学人文学部教務担当（☎
39・3941）

市営駐輪場の利用について

　例年、JR弘前駅城東口駐輪場や
弘前東高前駅駐輪場において、冬期
間放置され、雪解け後も利用してい
ない自転車が多く発生しています。
特に、高校名や大学名のステッカー
が貼られた自転車が多くなっていま
す。
　このような自転車が多くなると、
駐輪スペースが少なくなり、駐輪場
を利用している人にとって大変不便
になります。
　また、長時間放置している自転車
は、いたずらや盗難にあう可能性が
高くなりますので、自転車の放置は
やめましょう。

　長期間利用しない場合は、自宅に
持ち帰るか、また、不要になった自
転車は、決められた収集日に大型ご
みとして出すなどルールに従いま
しょう。
■問問都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102、35・1124）

カルチュアロード
出展申込書を配布します
　９月 28日（日）に土手町通りで
開催予定の「カルチュアロード」の
出展申込書を配布します。
▽配布期間　７月１日～15日
▽ところ　上土手町商店街振興組合
（土手町、土・日曜日、祝日は休み）
▽対象　展示や実演、文化活動の発
表などを希望する個人や団体（営利
目的のみの出展は認めません）
■問問申込書に必要事項を記入し、７月
25日までに上土手町商店街振興組
合（☎38・7030、■ＦＦ 38・7031）へ。

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　７月２日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽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）

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。
※事前の予約が必要。
▽７月の相談日　６日・18日の午
前 10時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康広場
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）
■問問健康づくり推進課（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

下水道の処理区域が
広がります
　公共下水道の処理区域が、７月１
日から広がります（対象…下湯口字
扇田・下湯口字村元・清水森字下川
原・一野渡字岡本・石渡１丁目・龍
ノ口字村元の各一部）。
　新たな処理区域内の皆さんには、
下水道の接続などについてのお知ら
せを送付しますので、早めの水洗化
にご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、
お問い合わせください。
■問問上下水道部営業課給排水係（茂森
町、☎32・0698）

労働相談会

　個々の労働者と事業主との間に生
じた労働条件などのトラブルを解決
するための無料相談会です。
▽とき　７月１日（火）　　
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　アスパム（青森市安方１
丁目）５階「白鳥・夏泊」
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。
■問問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

夏休みチビッコスポーツ教室

▽とき　７月 24 日・25 日の午前
10時～ 11時半
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　トランポリン、体力ゲーム、
チャレンジゲームほか
▽対象　４歳以上の幼児とその保護
者＝ 30組、小学校１年生～３年生
＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動のできる服装、室内
用シューズ、汗ふきタオル、飲み物
▽申し込み方法　はがきに、住所・
氏名・生年月日・電話番号・教室名
を記入し、７月18日（必着）までに、
市民体育館（〒036・8362、五十
石町７）へ。
■問問市民体育館（☎36・2515）

子ども茶道教室

▽とき　７月 21 日、９月 14 日・
28 日、11 月 24 日、12 月７日・
28 日、平成 27 年１月 18 日、２
月 15日の午前 10時～ 11時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）和室
▽内容　あいさつの仕方、お菓子・
お茶のいただき方、和室の歩き方な
ど
▽対象　幼児～中学生＝30人
▽参加料　毎回 200 円（お菓子代
として）
▽持ち物　靴下
■問問江戸千家不白会弘前支部（岡山さ
ん、☎27・4639）

65歳からの
アンチエイジング講座
　テーマは「健康美食～基本の量と
バランスについて～」です。
▽とき　７月 31 日（木）、午後１
時半～２時半（受け付けは午後１時
から）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　栄養士による講話
▽対象　おおむね 65歳以上の市民
＝50人（先着順）
▽参加料　無料
■問問７月 24日までに、電話で弘前市

前月比

 

人の動き PopulationPopulationPopulation

 その他
  

・人口　   178,626人    （＋227）
　 男　　   81,727人　 （＋141）
　 女　　   96,899人　   （＋86）
・世帯数　  72,725世帯（＋360）
平成 26年５月１日現在（推計）

■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
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の小さい自動車の税率を軽減し、新
車新規登録から一定年数を経過した
環境負荷の大きい自動車は税率を重
くする制度で、平成 14年度から実
施されています。対象自動車や軽減
率など、詳しくは問い合わせを。
■問問中南地域県民局県税部納税管理課
（蔵主町、弘前合同庁舎内、☎ 32・
1131、自動車税の納付について…
内線231、333、自動車税のグリー
ン化について…内線231）

半（正午～午後１時を除く）
▽ところ　青森財務事務所（青森市
新町２丁目、青森合同庁舎３階）
▽電話番号　相談専用ダイヤル…☎
青森017・774・6488
■問問青森財務事務所（☎青森 017・
722・1463）

すてきな出会いを
サポートします！
～独身農業者縁結び事業～

　会員同士のお見合い、婚活サポー
ター制度、会員限定交流会で、結婚
活動を支援します。
【会員募集】
▽対象　真剣に結婚を望む 20歳以
上で、次の項目に該当する独身者
①弘前市に居住する農業者
②結婚後市内に住める人、住みたい
人
※②に該当する人同士のお見合いは
しません。
【婚活サポーター募集】
　一緒に結婚活動を支援しません
か。結婚を望む独身男女の相談や、
お見合いの仲介などをボランティア
で行う“おせっかい屋さん”です。
▽対象　明るく元気で、やる気のあ
る 20歳以上の人。ただし、応募多
数の場合は、選考により決定します。
■問問 農業委員会事務局（☎ 40・
7104、 ■ＥＥ nougyou@city.
hirosaki.lg.jp）

印紙税法改正について

　平成 26年４月１日から「印紙税
法」が改正されています。
①「領収書」などの非課税範囲が
３万円未満から５万円未満に拡大さ
れました。
②「不動産譲渡契約書」および「建
設工事請負契約書」の軽減措置が延
長されるとともに、適用範囲・軽減
額が拡充されました。
※詳しくは、国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp）をご覧
ください。
■問問弘前税務署（☎ 32・0331、自
動音声案内２）

戦没者遺児の皆さんへ

　日本遺族会では、先の大戦で父な

どを亡くした遺児を対象に、父など
の戦没した旧戦域を訪れて慰霊追悼
を行うとともに、現地の人との友好
親善を深めることを目的に、「戦没
者遺児による慰霊友好親善事業」を
実施しており、参加者を募集してい
ます。詳しい日程や訪問地、申し込
み方法については問い合わせを。
■問問日本遺族会（☎東京03・3261・
5521）

自動車税に関するお知らせ

【自動車税の納付はお早めに】
　県では、６月上旬に自動車税の納
税通知書を送付しています。本年度
の自動車税の納期限は６月 30日で
す。早めにコンビニエンスストアや
金融機関または県税部で納付を。
▽納税義務者　県内に主たる定置場
がある自動車の 4月１日現在にお
ける自動車登録上の所有者（割賦販
売などで自動車販売店が所有権を留
保している場合は、自動車の使用者）
▽納付場所　全国の主なコンビニエ
ンスストア、県内の銀行・信用金庫・
農協などの本支店、東北地方の郵便
局（納期限を過ぎると、コンビニエ
ンスストアで納付できない場合があ
ります）
※口座振替を利用している人は、
納期限の日が振替日です。また、
インターネット上の専用サイト
「Yahoo! 公金支払い」から、納税
通知書に記載されている「納付番号」
「確認番号」やクレジットカードの
番号などを入力して手続きをするこ
とで、クレジットカードで自動車税
を納付できます（手数料は324円）。
▽その他　納税通知書には、納めた
後の納税証明書が添付されており、
自動車の継続検査（車検）の際に使
用できますので、大切に保管してく
ださい。また、東日本大震災により
滅失または損壊した自動車の代替取
得自動車については、自動車取得税・
自動車税が非課税となる場合があり
ます。
※詳細や不明な点、納税通知書が届
かない場合などについては問い合わ
せを。
【自動車税のグリーン化】
　「自動車税のグリーン化」は、地
球環境を保護する観点から、排出ガ
スおよび燃費性能の優れた環境負荷

新規高卒予定者を対象とした
求人の早期申し込みを
　弘前公共職業安定所（南富田町）
では、平成 27年３月に高等学校を
卒業する生徒を対象とした求人の申
し込み受け付けを６月 20日から開
始します。
　新規高等学校卒業予定者の地元就
職の促進と、各企業における優秀な
人材の確保に向け、求人の早期申し
込みをお願いします。
■問問弘前公共職業安定所求人企画部門
（☎38・8609、内線 31#）

ベビーレッスン

▽とき　７月 20 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　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 .
■問問７月１日～ 16日に、健康づくり
推進課（弘前市保健センター内、☎
37・3750）へ。

身体障害者巡回診査

　身体障がい者の手帳交付や再認定
を受けようとする人などの診査と更
生相談を行います。料金は無料です。
該当する人は受診するようお願いし
ます。なお、当日の診査のみでは判
定できない場合もあります。
▽とき　７月７日（月）、午前９時
半～正午（受け付けは午前９時～
11時）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽実施科目　整形外科（肢体不自由）
▽対象　身体障害者手帳の交付また
は再認定を受けようとする人／補装

具の交付を受けようとするために判
定が必要な人／障がいの程度に変更
があると思われる人／身体障がい者
で、生活、医療、施設入所などの相
談を希望する人
▽持ち物　身体障害者手帳（所持者
のみ）、印鑑
※身体障害者手帳の交付（再交付）
を申請する人は、顔写真（縦４㎝×
横３㎝）１枚が必要です。
■問問福祉政策課障がい福祉係（市役所
１階、☎40・7036）
※身体障害者手帳の障がい程度の再
認定が必要な人は、指定医師のいる
医療機関でも再認定診断書が作成で
きます（有料）。

第１回HIROSAKI
ビジネスアイディアコンテスト
　市内で新たな事業に取り組む人を
支援するため、ビジネスプランを募
集します。起業を考えている人、ア
イデアを提供できる人は奮ってお申
し込みください。
▽応募資格　独創性のあるアイデ
アを持つ個人・団体、学生（18～
50歳）で、主催者が定めるヒアリ
ング、ブラッシュアップ研修および
プレゼンテーションに参加できる人
▽募集締め切り　７月22日（必着）
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。
■問問弘前商工会議所青年部事務局
（〒036・8567、上鞘師町18の１、
☎ 33・4111、 ■ＨＨ http://www.
h-yeg.com/idea/）

平成26年度
津軽ひろさき検定
　「津軽ひろさき歴史文化観光検定」
第８回初級（おべさま検定）試験が
実施されます。年齢、国籍などを問
わず誰でも受けられますので、みん
なでチャレンジしてみませんか。
▽とき　９月23日（火・祝）　
　　　　午前10時半～正午
▽ところ　弘前会場＝弘前市立観光
館（下白銀町）、東京会場＝大橋会
館（東京都目黒区）
▽受験料　一般＝ 3,000 円、高校
生以下＝ 1,500 円／既合格者…一
般＝2,000円、高校生以下＝1,000
円

▽申し込み方法　７月 25日～８月
24日までに、弘前観光コンベンショ
ン協会などにお申し込みください。
詳しくは問い合わせを。
■問問津軽ひろさき検定実行委員会（弘
前観光コンベンション協会内、☎
35・3131）
※第７回中級（おべ博士検定）試験
を 11月 30日に、第５回上級（お
べ仙人検定）試験を平成 27年３月
８日に実施予定。

市長車座ミーティング
日程変更のお知らせ
　本誌などを通して募集している市
長車座ミーティングの日程が一部変
更になりましたので、お知らせしま
す。
　市政について、市長と市民がざっ
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５回＝９月８日（９月４
日から変更）
※時間は午後２時～３時。
■問問広聴広報課（〒036・8551、上
白銀町１の１、☎ 35・1194、■ＦＦ
35・0080）

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「刺しゅ
うの会」の会員を募集します。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。
▽活動日　第２・４木曜日の午前
10時～午後３時
▽ところ　弘前文化センター２階第
３和室
▽内容　フランス刺しゅう
▽講師　小山内倭子（しずこ）さん
▽募集人員　若干名
▽会費　月額750円
■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。

多重債務相談窓口

　借金などでお困りの人は、気軽に
ご相談ください。相談は無料で、秘
密は厳守します。
▽とき　月～金曜日（祝日・年末年
始を除く）の午前８時半～午後４時

■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

 

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

※６月 22日の歯科当番は鳴海デン
タルクリニックから野村歯科医院
（西川岸町、☎32・8695）へ変更に
なります。
◎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
7/6 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
13 菊池医院（富田町） ☎39・1234
20 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
21 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
27 西弘前クリニック（中

野１）
☎32・4121

耳鼻咽喉科・眼科
7
 ／13

成田眼科クリニック（森
町）

☎35・5155

27 一條耳鼻咽喉科クリニ
ック（駅前３）

☎39・6222

歯　科
7/6 鳴海デンタルクリニッ

ク（城東中央３）
☎26・2301

13 ほくおう・歯科医院（北
横町）

☎33・4618

20 大町歯科医院（大町３）☎31・7275
21 城西歯科クリニック（五

十石町）
☎33・6680

27 さくらデンタルクリニ
ック（城東北３）

☎26・1188

内　科
7/6 関医院中津軽診療所（賀

田１）
☎82・3006

13 さがらクリニック（桔梗
野1）

☎37・2070

20 佐藤内科小児科取上医
院（取上２）

☎33・1191

27 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
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と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
30 日まで 板柳町ふるさとセンター

農業収穫体験
カラフルなミニトマトの収穫体験は１人 200 円。利用可能日や
時間はお問い合わせください

板柳町ふるさとセンター（☎ 72・
1500）

15日 歩こう弥生時代を！足型
たどって足跡たどって

埋文見学や遺跡散策、料理などで弥生時代に触れてみませんか。
申し込みは６月 10日まで

田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎
58・4689）

21日 第９回古都ひろさき花火
の集い

悪戸河川敷運動公園を会場に開催。大輪の花火が初夏の弘前を彩
ります

同実行委員会事務局（☎33・4111）

21日・22日 2014 カヌースラローム・ワイ
ルドウォータージャパンカップ

国内最高峰のカヌー大会。全国各地から集まった選手たちが、激
流に挑み熱戦を繰り広げます

同実行委員会事務局（西目屋村教育委
員会内、☎85・2858）

22日 たけのこマラソン大会（平川市） 老若男女問わず参加できます。終了後は、たけのこ汁と温泉を楽しめます 同実行委員会（☎46・2104）
29日 第15回よさこい津軽 土手町通りを会場に開催。躍動感あふれる演舞で魅了します 同実行委員会事務局（☎33・4111）
29日 ふじワングランプリ 2014 B-1形式で町店舗・団体が考案したふじさきグルメのNo.1を決

める食の祭典
藤崎町企画財政課（☎ 75・3111）

７
月

８
月

６
月

19 日・20日 丑湯まつり（黒石市温湯温泉地区） 無病息災を願う伝統行事。イベントで祭りムードを盛り上げます 丑湯まつり事務局（☎ 54・8322）
27日 浅瀬石川ダム湖ふれあいデー ステージイベント・出店などのさまざまな催しが楽しめます 浅瀬石川ダム管理所（☎ 54・8782）
27日 どろリンピック 夏休みの思い出に、親子・友人同士で泥まみれになって楽しみませんか 田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎58・4689）

だより “津軽”の話題満載

　クラシックカーク
ラブ青森と黒石商店
街協同組合は、「第
23 回 ク ラ シ ッ ク
カークラブ青森ミー
ティング in こみせ」
を、黒石商店街とこ
みせ通りを会場に開
催します。

　このイベントは、懐かしい名車が全国から集結する県
内随一のクラシックカーの祭典です。
　当日は、クラシックバスの無料乗車体験やつがるベン
チャーズの生演奏など楽しいイベントが盛りだくさん。
　イベントの最後には、全車両によるパレードも行われ
ますので、皆さん気軽においでください。
▽とき　７月 20日（日）、午前９時～午後３時（雨天
決行）
■問い合わせ先　黒石商店街協同組合（☎53・6030）

　近年、つつじの名所として県内外からの観光客を集め
る県立自然公園「茶臼山公園」園内には、遊歩道沿いに
自然石に俳句を刻した句碑が設置されており、「俳句の
小径（こみち）」としても親しまれています。この句碑は、
高浜虚子門下で四天王とうたわれた俳人増田手古奈の
80歳を記念して、大鰐在住の俳句グループが昭和 51
年に設置したものです。「大鰐温泉つつじまつり」の会
期に併せて「増田手古奈記念大鰐温泉俳句大会」も開催
されています。また、園内には75科、３００種ほどの
植物も生育し、平成４年には「茶臼山自然植物園」とし
ても開園されました。新緑に
包まれる「俳句の小径」を散
策しながら、一句詠んでみま
せんか。
▽ところ　大鰐町大字大鰐字
茶臼館
■問い合わせ先　大鰐町企画
観光課（☎48・2111）

上旬 藤崎町ねぷた合同運行 藤崎地区、常盤地区それぞれ約10台のねぷたが出陣し、町内を練り歩きます 藤崎町商工会（☎ 75・2370）
１日～７日 弘前ねぷたまつり 大小約80台のねぷたが、市内を勇壮・華麗に練り歩きます 弘前市観光政策課（☎ 35・1128）
１日・３日 大鰐温泉ねぷたまつり合同運行 扇ねぷた約20台による合同運行 大鰐温泉観光協会事務局（☎48・2111）
２日・３日 平川ねぷたまつり2014 華やかな踊りが加わる「平川ねぷた」。今年も高さ 11ｍの「世

界一の扇ねぷた」が出陣
平川市商工会（☎ 44・3055）

４日 第39回田舎館村ねぷた合同運行 各地区の子どもからお年寄りまで参加し、村内のねぷた約15台が出陣 田舎館村中央公民館（☎ 58・2250）
８日～10日 2014りんご灯まつり 「ノレサ！ソレサ！」の掛け声で練り歩く「りんご山笠」は９日夕方に運行 板柳町経済課地域振興係（☎73・2111）
14日 2014りんごの里いたやなぎ花火大会 3,000 発の花火が夏の夜空を彩ります 板柳町商工会（☎ 73・3254）
14日・15日
（予定）

碇ヶ関御関所祭り 津軽の表玄関の「関所」を舞台に、多彩な催し物を開催します 平川市商工会碇ヶ関支所（☎ 45・
2044）

15日・16日 黒石よされ流し踊り 両日とも約2,000人の踊り子が流し踊りを披露。飛び入り参加もできます 黒石よされ実行委員会事務局（☎52・4316）
16日 大川原の火流し 精霊流しが起源とされ歴史は約 600 年。現在は豊凶を占う行事

として毎年開催されます
黒石市商工観光課（☎ 52・2111）
／黒石観光協会（☎52・3488）

津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分
判定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

クラシックカークラブ青森
ミーティング inこみせ 県立自然公園「茶臼山公園」

黒石市 大鰐町

たくさんの名車が集結

温泉街を眼下に見なが
ら、小高い丘を縫うよ
うに遊歩道は続きます


