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弘前城本丸石垣修理工事のお知らせ

年度 時期（予定） 工 事 内 容 な ど

H26
11月  内濠埋め立て工事着手

11月 24日～
平成 27年 3月  天守冬期閉鎖  ※天守曳屋（ひきや）工事に備え、天守の建物調査や展示品

 の搬出を行います。

H27

４月１日～
５月上旬

 天守公開（４月 23日～ 5月
 上旬、弘前さくらまつり開催）

 ※平成 27年の弘前さくらまつりまでは、天守を現在の位置
 で見ることができます。

５月上旬～７月  天守曳屋準備工事（天守閉館） ※工事用の足場や曳屋のためのレールの設置などを行います。
８月～ 10月  天守曳屋工事  ※本丸中央部へ約 70ｍ天守を曳屋します。

※平成 28年度から、天守の移設先での公開および石垣解体修理工事の着手予定。

ひろさき歴史体感ツアー
　1594年、津軽為信は堀越城を改修し、大浦城から
拠点を移します。その後17年間、堀越城は津軽の中
心として栄えました。1611年、２代藩主・信枚（の
ぶひら）は、高岡城（後の弘前城）を築城。堀越城か
ら拠点を移し、現在の弘前市の基礎を築きます。
　この堀越城や弘前城は、津軽氏の足跡を示す城跡と
して国の史跡に指定され、堀越城跡では現在、史跡公
園化を目指し整備事業を進めています。また弘前城跡
では、本丸石垣の解体修理に向けて発掘調査や工事の
準備などが本格化しています。
　今回、整備や発掘が進むこれらの城跡などを巡るツ
アーを開催します。この機会に実際の城跡を訪れ、弘
前の歴史を肌で感じてみませんか。

▽集合　午後１時までに、市立観光館（下白銀町）バ
スプールへ。
※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）。
▽定員　40人（先着順）
▽参加料　無料

整備が進む堀越城跡

 Ｂコース
如来瀬石切丁場跡と
弘前城跡本丸
石垣を巡る
▽とき　８月24日（日）
　　　　午後１時～４時

 Ａコース
津軽為信の居城
「堀越城跡」と
石川高信の居城
「石川城跡」を巡る
▽とき　８月23日（土）
　　　　午後１時～４時

▽受け付け開始　７月22日から電話で受け付け（両
コースへの重複申し込みはできません）
▽受付時間　午前９時～午後５時（土・日曜日を除く）
■問い合わせ・申込先　文化財課埋蔵文化財係（岩木
庁舎内、☎82・1642）

共通事項

内濠の埋め立て範囲

昨年度のツアーの様子
（如来瀬石切丁場跡）
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【平成26年11月以降のスケジュール】

　弘前城本丸石垣修理工事の予定をお知らせします。
　弘前城本丸石垣修理に伴う内濠の埋め立て工事は、11月から着手する予
定です。天守には、11月 23日まで通常通り入館が可能です。
※本丸へは今後も引き続き入園が可能です。
■問い合わせ先　公園緑地課弘前城整備活用推進室 (下白銀町、緑の相談所
内、☎33・8739)
※弘前城本丸石垣修理事業については、市ホームページ（http://www.
city.hirosaki.aomori.jp/kanko/shisetsu/park/ishigaki.html） を ご
覧ください。
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固定資産税の減額制度いずれの減額制度
も申告が必要です

既存住宅の改修に伴う減額制度
　耐震改修やバリアフリー改修など、一定の要件を満
たす既存住宅の改修については、申告により固定資産
税が減額されます。
　減額措置を受けるためには、改修後３カ月以内に申
告が必要ですので、ご注意ください。

◆耐震改修工事をした住宅
　昭和57年１月１日以前に建築された住宅で、平成
27 年 12 月 31 日までに耐震改修工事（工事費 50
万円超）をした場合、翌年度の固定資産税が、住宅部
分 120㎡分までを限度に２分の１減額されます。ま
た、改修する住宅が「要安全確認建築物（青森県地域
防災計画で緊急輸送道路に位置付けられた道路にその
敷地が接する建物のうち、地震によって倒壊した場合
に道路通行を妨げる建築物）」に該当する場合は、２
年度分減額されます。
▽申告書添付書類　改修工事に要した費用を証する書
類／現行の耐震基準に適合した工事であることの証明
書ほか

◆バリアフリー改修工事をした住宅
　平成 19 年１月
１日に存在する住
宅（貸家部分を除
く）で、平成 28
年３月 31 日まで
に、バリアフリー
改修工事（自己負
担工事費 50 万円
超）をした場合、当該住宅に係る翌年度の固定資産税
が100㎡分までを限度に３分の１減額されます。
▽要件　次のいずれかの人が居住する既存の住宅
①65歳以上の人
②要介護認定または要支援認定を受けている人
③身体障害者手帳または療育手帳などの交付を受けて
いる人
▽対象工事　廊下の拡幅／階段のこう配の緩和／浴室
の改良／便所の改良／手すりの取り付け／床の段差の
解消／引き戸への取り替え／床表面の滑り止め化
▽申告書添付書類　納税義務者の住民票の写し／改修
工事にかかわる明細書／改修箇所の写真／改修工事費
用の領収書／対象者であることを証明するもの／補助
金などの交付を受けている場合は、その交付の決定を
受けたことが確認できるもの

◆省エネ改修工事をした住宅
　平成20年１月１日に存在する住宅（貸家部分を除
く）で、平成 28年３月 31日までに、一定の省エネ
改修工事（工事費50万円超）をした場合、当該住宅
に係る翌年度の固定資産税が 120㎡分までを限度に
３分の１減額されます。
▽対象工事　窓の改修工事（必須）／床の断熱改修工
事／天井の断熱改修工事／壁の断熱改修工事（外気な
どと接するものの工事に限る）
▽申告書添付書類　納税義務者の住民票の写し／熱損
失防止改修工事証明書ほか
※申告書は市ホームページに掲載しているほか、資産
税課（市役所２階、窓口210）でも配布しています。
■問い合わせ・申告先　資産税課家屋係（☎ 40・
7029）

認定長期優良住宅に対する減額制度
　長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講
じられた優良な住宅「長期優良住宅」は、その建築お
よび維持保全に関する計画の認定を受けて建築した場
合、新築住宅の減額期間が通常より２年間延長されま
す。
　減額措置を受けるためには、新築した年の翌年の１
月31日までに「認定長期優良住宅に対する固定資産
税の減額申告書」に次の書類を添えて、申告する必要
があります。
▽添付書類　長期優良住宅認定通知書などの写し
▽減額期間など　一般の住宅は５年度分、３階建て以
上の中高層耐火住宅などは７年度分について、住宅部
分 120㎡分までを限度に、新築した翌年度からの固
定資産税が２分の１減額されます。
▽要件　次のすべてに該当する住宅
①用途が専用住宅、併用住宅（居住部分の割合が２分
の１以上のもの）、共同住宅であること
②平成28年３月 31日までに新築されたもの
③「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定
に基づき、耐久性・耐震性・可変性などの住宅性能が
一定基準を満たすものとして特定行政庁（市建築指導
課）の認定を受けたもの
④床面積が 50㎡（一戸建て以外の貸家住宅にあって
は40㎡）以上 280㎡以下
※申告書は市ホームページに掲載しているほか、資産
税課（市役所２階、窓口210）でも配布しています。
■問い合わせ・申告先　資産税課家屋係（☎ 40・
7029）

市役所駐車場の一部有料化11 月から利用方
法が変わります

　現在、工事中の立体駐車場建設に伴い、市役所駐車
場（立体駐車場および平面駐車場）は11月から一部
有料となります。
　立体駐車場の建設は、駐車スペースの拡大により、
混雑を解消し、来庁者の利便性を向上させることを目
的に行うもので、有料化は駐車場の適正利用の促進や
受益者負担などの観点から導入するものです。皆さん

のご理解とご協力をお願いします。
▽利用開始　11月上旬（予定）
▽利用時間　午前7時～午後9時半（通常）
※午後 9時 30 分～午前 7時は車の入出場はできま
せん。行催事時は、午後10時まで延長する場合があ
ります。
▽利用料および料金体系

※市役所への用務とは、市に各種届出や申請、相談な
どのために来庁した場合や、市が招集した会議などに
出席するために来庁した場合など。
■問い合わせ先　財産管理課財産係（市役所２階、窓
口201、☎ 35・1120）

口座振替キャンペーン
この機会にぜひ
口座振替の申し
込みを

　キャンペーン期間中に新規に口座振替の申し込みを
した人の中から、抽選で景品をプレゼントします。ま
た、キャンペーン期間前から口座振替を利用している
人にも抽選で景品をプレゼントします。
▽期間　７月16日～９月 30日
▽対象　期間中に新規に市税（市県民税・固定資産税・
軽自動車税）・国民健康保険料・介護保険料のいずれ
かの口座振替を申し込んだ人、または既に市税・国民
健康保険料・介護保険料の口座振替を利用している人
※納期限が到来している市税・国民保険料・介護保険
料に未納がある場合、給与・年金からの特別徴収対象
者の口座振替申し込みは対象外となります。

市税・国民健康保険料・介護保険料

時　間 料　金
午前７時～午後 10時  駐車時間 30分ごとに 100円
午後 10時～午前７時  夜間 540円
 ①最初の１時間は無料。
 ②駐車時間に 30分未満の端数がある場合は、30分で料 
 　金を計算。
 ③市役所への用務の場合は、１時間を超えても無料。

駐車場外観イメージ

▽景品
新規に口座振替の申し込みをした人…2,000 円相当
の「市の農産物加工品詰め合わせ」＝250人
継続して口座振替を利用している人…500 円相当の
「弘前城クオカード」＝250人
▽発表　当選者の発表は景品の発送をもって代えさせ
ていただきます。
■問い合わせ・申込先　収納課納税推進係（市役所２
階、窓口 206、☎ 40・7031）／国保年金課国保保
険料係（市役所１階、窓口 158、☎ 40・7045）／
介護福祉課介護保険料係（市役所２階、窓口 251、
☎ 40・7049）

青少年夢実現チャレンジ支援事業夢の実現に向けて
お手伝いします

　市では、青少年が世界レベルでの自己の夢を実現す
るため、文化・スポーツ分野における各種教室、大会、
研修会などへの参加や、自己啓発、体験活動、学習、
研修、視察などのさまざまな活動に要する経費の一部
を補助します。
▽対象　市内に在住する青少年（平成８年４月２日か
ら平成20年４月１日までに生まれた人）が、海外で
の活躍を見据え、国内外を問わず、次のいずれかの事
業に参加する場合
①文化・スポーツ分野において全国規模で選抜された

青少年が、各種教室、大会、研修会など
②将来の夢を実現させるための自己啓発、体験活動、
学習、研修、視察など
▽対象経費　交通費、宿泊費、受講料および参加料、
謝金、会場借上料など
▽補助限度額　国内開催…３万円／国外開催…10万
円
※予算の範囲内での先着順。
■問い合わせ・申込先　文化スポーツ振興課（市役所
２階、窓口253、☎ 40・7015、40・7115）
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介護保険料が変更になる場合があります
通知書を確認の上、
該当になる人は申
告してください

　平成 26年度分の介護保険料が決定し、７月 14日
付で通知しています。保険料は、４月１日を基準日と
して算定していますが、本年度の介護保険料の所得段
階が第３段階・第４段階の人で、平成25年中の収入
申告をしていない人は、次の条件を満たしている場合、
収入の申告をすることにより介護保険料の所得段階が
下がります。該当する人は申告してください。
▽申告対象者　７月 14日付介護保険料の通知書で、
「基準判定額」が空欄で、かつ「所得段階」欄に「第
３段階」または「第４段階」と表示されている人（右
図を参照）のうち、次のいずれかに該当する人
①収入が非課税年金（遺族年金・障害年金など）だけ
の人
②収入がなかった人
※申告により、 所得段階が移行した人には、保険料の
変更通知書を順次送付します。
▽申告に必要なもの　印鑑（スタンプ印不可）
▽申告受付場所　市民税課（市役所２階、窓口207）
■問い合わせ先　介護福祉課介護保険料係（市役所２ 
階、窓口 251、☎ 40・7049）

平成25年中の収入申告をしていない65歳以上の人へ

この欄を　　　　
確認してください

　「基準判定額」が
空欄で、かつ「所得
段階」欄に「第３段
階」または「第４段
階」と表示されて
いる場合

▼通知書タイプの場合（３ページ目）

▼はがきタイプの場合（開いて１番右側）

介護保険料の軽減・減免について保険料の軽減・減
免制度があります

低所得者の保険料を軽減
　市では、保険料を減額できる基準を設けています。
軽減を受けるためには、毎年申請が必要となりますの
で、忘れずに申請してください。
▽対象　①～⑤の要件すべてに該当する第１号被保険
者（65歳以上の人）…①平成 26年度の保険料の所
得段階が第１段階（生活保護受給者以外）または第２・
３段階（特例を含む）／②世帯の前年収入の合計額な
どが、軽減基準額未満／③世帯の中に住民税課税者が
いない／④本人などが居住用以外に処分可能な土地・
家屋などを所有していない／⑤本人などが所有する預
貯金などの合計額が、その世帯の軽減基準額の２分の
１以下
※軽減基準額などの詳細は、お問い合わせください。
▽受け付け開始　７月 15日～（土・日曜日、祝日を
除く）
▽申請に必要なもの　介護保険料決定通知書か納入通
知書／印鑑（スタンプ印不可）／申請者と同一世帯全

員の預貯金通帳／平成 25年と 26 年の年金（老齢、
退職、遺族、障害など）や恩給の振込通知書／家賃の
支払いのある人は、金額の分かる契約書・領収書など

失業などでも保険料を減免
　介護保険制度では、震災・風水害・火災などの災害
以外にも、65歳以上の介護保険被保険者がいる世帯
で、主に生計を維持していた人が今年１月以降に会社
の都合や倒産などにより失業したときや、事業や業務
の休廃業により収入が著しく減少したときなどは、介
護保険料の減免を受けられる場合があります。
　減免を受けるためには申請が必要ですので、失業な
どを証明できる書類（雇用保険受給者証など）を持参
の上、ご相談ください。
※軽減・減免は申請日以降に納期限（特別徴収の人は、
普通徴収の納期に換算）が到来する保険料が対象とな
りますので、早めに手続きを。
■問い合わせ・受付先　介護福祉課介護保険料係（市
役所２階、窓口251、☎ 40・7049）

弘前市上下水道事業経営審議会の委員を募集市民の皆さんから
公募します

　市では、市民の皆さんの意見や提言を上下水道事業
に反映させるため、審議会を設置し委員を募集します
ので、奮ってご応募ください。
▽応募資格　市内に在住する満20歳以上の市民（議
員、公務員、市のそのほかの審議会などの委員を除く）
▽募集人員　３人
▽募集期間　７月15日～ 28日（必着）
▽委員の任期・会議の開催など　任期は委嘱の日から
２年間。会議は平日の日中２時間程度、年５回開催す
る予定
▽報酬など　会議１回の出席につき、報酬１万円と交
通費（バス代など）を支給
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参、ファクスまたは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・メールアドレス
②「人口減少と上下水道事業」をテーマとした小論文
（400字程度）
※応募用紙の様式は、市ホームページに掲載している
ほか、上下水道部（茂森町）１階窓口で配布していま
す。なお、応募書類は返却しませんので、あらかじめ
ご了承ください。
▽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　上下水道部総務課（〒036・
8217、茂森町 40 の１、☎ 36・8100、ファクス
36・8110、Ｅメール suisoumu@city.hirosaki.
lg.jp）

木造住宅耐震診断の希望者を募集地震から命を守る
ために

　市では、次の条件を満たす木造住宅の所有者が希望
する場合に、市が専門知識を有する耐震診断員を派遣
し、耐震診断を行います。
▽対象住宅　市内にある、①～⑤の要件すべてに該当
する住宅
①昭和 56年５月 31日以前に建築されたもの／②一
戸建ての専用住宅または併用住宅（延べ面積の２分の
１以上を住宅の用に供し、かつそのほかの用途に供す
る部分の床面積が 50㎡以下であるものに限る）で地
上階数が２以下のもの／③一般構法（在来軸組構法）
または伝統的構法によって建築された木造住宅である
こと／④現在、居住している住宅であること／⑤原則
として延べ面積が200㎡以下であること

※ 200㎡を超える場合は、400㎡を上限に、申込者
負担の増額で対応します。
▽診断費用　申込者負担として、１戸当たり1万6,000
円（診断費用は 200㎡以下の場合は総額 15万円ほ
どですが、残額は国・県・市で負担します）
▽募集戸数　10戸（うち、優先枠５戸）
※応募多数の場合は抽選。なお優先枠は、65歳以上
の一人暮らしの人など、災害時要援護者名簿登録制度
の対象者です。
▽募集期間　７月15日～９月 30日
※申込書は市ホームページに掲載しているほか、建築
指導課（市役所５階、窓口551）で配布。
■問い合わせ先　建築指導課（☎40・7053）

みんなのチカラで街なかカラス対策カラス対策に
ご活用ください

【カラス対策用のテグスを提供】
　テグスは建物や樹木に正しく設置すると、カラスの
飛来を防ぐことができます。
▽対象　市内に住居・事務所・農地等を所有する人な
ど
▽条件　提供後おおむね30日以内に設置すること／
設置前・設置後の写真および設置効果についての情報
を提供すること
▽募集件数　30件
▽その他　１件につき１個（1,000 ｍ）とし、設置
にかかる費用は自己負担となります。また、設置方法
などの不明な点については、市が情報提供します。
【カラスふんの清掃用具を提供】
　清掃用具（デッキブラシ）を無償で提供します。
▽対象　市内に住居・事務所等を所有する人など

▽条件　カラスのふん害に関する情報提供（清掃回数
など）
【カラス追い払い用ＬＥＤ懐中電灯の貸し出し】
　町会などの団体や個人が自主的にカラスの追い払い
をする際に使用するＬＥＤ懐中電灯を貸し出します。
▽対象　市内に住居・事務所等を所有する人など
▽条件　カラス追い払いに関する情報提供（回数、使
用場所、効果など）
▽貸出期間　平成27年３月 31日まで
▽貸出数　30個（先着順）
※乾電池は各自で用意してください（単１×４本使用
します）。
■問い合わせ・申込先　環境管理課環境保全係（市役
所２階、窓口252、☎ 40・7035）



6 ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１４.７.１５ 7

 

 

りんご公園企画展
「津軽こぎん刺し展」
　岩木かちゃらず会の出展により、
津軽に伝わる伝統工芸品であるこぎ
ん刺しの作品展を開催しています。
▽とき　８月 20日までの午前９時
～午後５時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）りんごの家
■問問りんご公園（☎36・7439）

弘前学院大学
父母と教職員の会講演会
▽とき　７月26日（土）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽演題　四足歩行で全身のたるみ解
消～ノルディック・ウォーキングの
すすめ～
▽講師　木村瑞生さん（東京工芸大
学教授）
▽対象　市民
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。駐車ス
ペースに限りがありますので、なる

べく公共交通機関のご利用を。
■問問弘前学院大学総務課（☎ 34・
5211）

認知症の人を抱える
家族のつどい
▽とき　７月27日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問午後 6時過ぎに、「認知症の人と
家族の会」青森県支部弘前地域世話
人（中畑さん、☎44・4959）へ。

嶽温泉・丑湯まつり

　土用丑（うし）の日に温泉に入る
と、夏バテせず、無病息災に過ごせ
るとの言い伝えがあります。
　今年の土用丑の日は７月 29日。
これにちなみ、「丑湯まつり」を開
催します。さまざまな催しを楽しん
だ後は、嶽の温泉でリフレッシュし
ませんか。
▽とき　７月27日～ 29日
▽ところ　嶽温泉広場（常盤野字湯
の沢）

▽内容　民謡、盆踊り、湯花流し体
験など
▽参加料　無料（一部有料）
■問問嶽温泉旅館組合（小島旅館、☎ 
83・2130）

ブランデュー弘前ＦＣ
東北リーグ２部北ホーム戦
▽とき　７月27日（日）
　　　　午後２時～
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
陸上競技場
▽対戦チーム　猿田興業（秋田）
■問問ブランデュー弘前ＦＣ事務局（☎
35・2012）

弥生いこいの広場の催し

【ミッション!昆虫お兄さんを探せ!】
　“昆虫お兄さん”を探し出して、
カブトムシとの交換カードをもら
い、カブトムシを手に入れよう！
▽とき　８月２日（土）、午前 10
時～正午（雨天中止）
▽参加料　無料（動物広場入園料が
必要となる場合あり）
※事前の申し込みは不要。カブトム
シがなくなり次第終了。
【ポニーや動物たちと遊ぼう！】
　動物たちと触れ合ったり、飼育の
裏側見学や工作をしたりして、夏休
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みの思い出を作ろう！
▽日程　８月６日（水）、午前８時
半＝追手門広場集合（雨天決行）、
午前９時＝バス出発、午後３時半＝
追手門広場解散
▽対象　小学生＝ 50 人
▽参加料　800円（当日徴収）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、雨具、おにぎり
※豚汁と飲み物を用意します。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問問 弥生いこいの広場（ ☎ 96・
2117）

大森勝山　じょうもん祭り

　世界遺産登録を目指す「北海道・
北東北の縄文遺跡群」の構成資産に
なっている史跡大森勝山遺跡を舞台
に、じょうもん祭りを開催します。
　家族や友だちと一緒にぜひおいで
ください。
▽とき　８月９日・10 日、午前
10時～午後３時ころ（小雨決行）
※事前の申し込みは不要。
▽ところ　史跡大森勝山遺跡
▽内容　遺跡展望台、遺跡探検隊、
じょうもんクイズラリー、地元の町
会によるおもてなしなど
※詳しい内容や開催時間などは、市
ホームページをご覧ください。
■問問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

「津軽の名人・達人」
ふれあいまつり
　生涯学習の指導者や地域の伝統文
化・技術などの技能者である「津軽
の名人・達人」が技能発表、作品の
展示・実演を披露します。
【展示・体験イベント】
▽とき　８月９日・10 日の午前
10時～午後４時
【ステージ（技能発表）イベント】

▽とき　８月10日（日）
　　　　午後１時～４時
※ゆるキャラも来ます。
～共通事項～
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町）
３階イベントスペース　
■問問津軽広域連合「津軽の名人・達人ふ
れあいまつり」係（☎ 31・1201、
■ＨＨ http://tsugarukoiki.jp/）

弘前市青年交流会
～夏の出会いはBBQ!!! ～
▽とき
①８月 17 日（日）、午後１時＝市
立観光館バスプール出発／午後６時
半＝市立観光館バスプール解散
②８月 30 日（土）、午後１時＝市
立観光館バスプール出発／午後７時
＝市立観光館バスプール解散
※雨天決行。
▽内容　①弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）で動物園見学を楽しん
だ後、バーベキューを楽しみながら
の交流パーティーを行う
②森の中の果樹園（十面沢字轡）で
フルーツの収穫を体験した後、星と
森のロマントピア（水木在家字桜井）
でバーベキューを楽しみながらの交
流パーティーを行う
▽対象　①②とも 20歳～おおむね
50歳の独身男女（男性は市内に居
住する農業青年で、①②どちらか１
つの参加）
▽定員　①②とも男女各10人
▽参加料　男性＝ 4,000 円／女性
＝ 2,000 円（①②とも参加する場
合は①＝2,000円、②＝1,000円）
■問問①は８月８日まで、②は８月 22
日までに、弘前市青年交流会実行委
員会事務局（市農業委員会事務局
内、☎40・7104、■ＥＥ nougyou@
city.hirosaki.lg.jp）へ。

「ふるさと探訪バスツアー」
参加者大募集！
～私たちのふるさとの
　　　　　　　　　魅力再発見！～
　津軽地域に数多くある美しい自
然・文化・歴史などの名所や施設を
訪ね、その素晴らしい魅力を再発見・

再認識してみませんか。
▽とき　９月 20 日（土）、午前９
時～午後５時（雨天決行）
▽集合　午前８時 45 分までに、
JR弘前駅城東口バスプール
▽訪問コース　
【Ａコース】
東和電機工業（藤崎町）～ふるさと
センター（板柳町）～津軽藩ねぷた
村（弘前市、昼食・見学）～革秀寺（
弘前市）～白神山地ビジターセン
ター（西目屋村）
【Ｂコース】
茶臼山公園・俳句の小径（大鰐町）
～高砂食品（平川市）～津軽伝承工
芸館（黒石市、昼食・見学）～中世
陶芸の郷 津軽烏城焼（黒石市）～
刀鍛冶作業場・第１田んぼアート（田
舎館村）
※訪問地によっては、坂道を散策す
る所もあります。
▽対象　弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村に在住の人＝各コース 40
人（計 80人）
※県外から転入した圏域在住の東日
本大震災の被災者のために、各コー
ス10人の優先枠を設定します。
▽参加料　1人 2,000 円（昼食代
込み）
※直前のキャンセルは後日請求しま
すので、ご注意ください。
▽申し込み方法　8月 29日（必着）
までに、はがきまたはＥメール（希
望のコース・参加者それぞれの住
所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で、フラワー観光「ふるさと探訪
バスツアー」係（〒 036・8053、
和泉２丁目１の１、■ＥＥ hirosaki@
fl ower-travel.com）へ。
※はがき１枚で２人まで、Ｅメール
は１通まで（代表者に○印を記入）。
被災者の場合はその旨記入してくだ
さい。なお、応募多数の場合は抽選
で決定（初参加の人を優先）。また、
結果は当選者に通知します。
■問問フラワー観光「ふるさと探訪バス
ツアー」係（☎26・2112、日曜日・
祝日は除く）
※詳しくは津軽広域連合ホームペー
ジ（■ＨＨ http://tsugarukoiki.jp/）
をご覧ください。

　マドリガルは 16世紀半ばから 17世紀半ばに栄えた
４～６人で歌う音楽様式です。世界的歌手を迎えてのコ
ンサートにぜひおいでください。
▽とき　９月 12日（金）、午後６時半～（午後５時半
開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽出演　ソプラノ＝エブリン・タブさん、野呂愛美さん
／テノール＝福島康晴さん／バス＝三浦英治さん
▽入場料　一般＝ 2,000（2,500）円、大学生以下＝
1,000（1,500）円
※（ ）内は当日券。
▽入場券取扱所　平山萬年堂、中三弘前店、百石町ラグ
ノオSAKI、まちなか情報センター

【小・中学生の招待について】
　市内の小・中学生と同伴者計700人を招待します。
▽申し込み方法　往復はがきまたはＥメールに必要事項
（①学校名と学年、②氏名、③同伴者氏名、④住所、⑤
電話番号）を記入し、８月15日（必着）までに、マド
リガルの宴実行委員会（〒036・8171、取上１丁目３
の７、■ＥＥ eiji.miura@hotmail.co.jp）へ。
※はがき１枚またはＥメール１件につき小・中学生１人
と同伴者１人までとし、応募者多数の場合は抽選で決定
します。
■問問マドリガルの宴実行委員会（三浦さん、☎携帯080・
4059・7547）

～市内の小・中学生を抽選で招待～
古都弘前に響くマドリガルの宴　四声のコンサート
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10時～正午
▽内容　バレーボールの基本動作の
習得と健康増進
▽講師　弘前バレーボール協会
▽対象　小学校４年生～中学生＝
50人
～共通事項～
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽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
■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

伝統文化子ども着つけ教室

▽とき　７月26日（土）
　　　　午後１時半～３時
※毎月１～２回、全10回を予定。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　浴衣の着付け・帯結び、日
本の行事、日常のマナー、風呂敷の
使い方など
▽対象　小学校３年生～中学生＝
20人（先着順）
▽参加料　1,000円
▽持ち物　浴衣、半巾帯、小物、足
袋、風呂敷（68㎝）
※貸し出しもします。
▽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）

シンフォニー「成年後見制度
を考える会」夏期セミナー
　「親なき後に備える～成年後見制
度」をテーマに開催します。
▽日程と内容
〇７月 26 日（土）、午前９時 45
分＝開講式、午前10時＝講義①「制
度を必要とする人とは～障害者の理
解」、午後１時＝講義②「成年後見
制度と財産管理の実際」
〇７月 27 日（日）、午前 10 時＝
講義③「事前の準備～任意後見制度
と遺言」、午後１時＝講義④「制度

を利用するには」（ＤＶＤ視聴）
※受け付けはいずれも午前９時半か
ら。終了後、修了証授与（全講義修
了者）と懇親会あり。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽対象　全講義受講可能な人
▽定員　各40人程度（先着順）
※事前に予約できます。
▽参加料　2,000円
※懇親会への参加は別途 300 円が
必要。
■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）　

肺の日記念市民公開講座

　日本呼吸器学会では、８月１日
を「はいの日」と定め、呼吸器疾患
についての市民公開講座を開催しま
す。
▽とき　８月２日 (土 )　　　　
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▽テーマ　「知っておきたい肺の病
気のあれこれ」
▽内容　「見逃されている肺の病気
ＣＯＰＤと喘息の話」…講師・山内
広平さん／「高齢者の肺炎、その特
徴と予防」…講師・大類孝さん／「肺
がんと喫煙の問題」…講師・中川英
之さん
※講演後に質問コーナーもありま
す。
▽対象　市民＝150人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問問弘前大学医学部循環呼吸腎臓内科
（小田桐さん、當麻〈たいま〉さん、
☎39・5057）

2014東北コンピュータ
専門学校サマー講座
▽とき　８月２日・３日、午前 10
時～正午（受け付けは午前９時半か
ら）
▽ところ　東北コンピュータ専門学
校（上瓦ケ町）
▽内容　①MOS 新試験（Excel）
で学ぶ資料作成…１日目＝はじめて
の Excel 編、２日目＝MOS 試験

第31回レッツウォーク
お山参詣参加者募集 !
　お山参詣
は、昔から受
け継がれてき
た、 五 穀 豊
穣（ほうじょ
う）・家内安
全を岩木山に
祈願する集団登拝行事です。
　レッツウォークお山参詣は、昭和
59年１月に重要無形民族文化財の
指定を受けたことを契機に、一般の
人が気軽に伝統行事に参加できるよ
うにした「体験型ツアー」です。
▽とき　８月24日（日）
▽日程　受付…午前７時半（岩木総
合支所前）／出発…午前８時半／解
散…午後３時ころ（天候により日程
を変更することがあります）
▽定員　300人（先着順）
▽参加料　1,500円
▽その他　服装は上下とも白系統／
約６㎞の歩行になるので、運動靴な
どの歩きやすい履き物で参加してく
ださい。
■問問８月５日までに、レッツウォー
クお山参詣実行委員会事務局
（ 〒 036・1343、 百 沢 字 裾 野
124、岩木山観光協会内、☎ 83・
3000、■ＦＦ 83・3001）へ。

暑中げいことスポーツ教室

【柔道暑中げいこ】
▽とき　７月23日～ 27日
　　　　午前６時～７時半
▽内容　柔道の基本動作の習得と健
康増進
▽講師　弘前柔道協会
▽対象　小学生以上＝50人
【躰道（たいどう）暑中げいこ】
▽とき　７月23日～ 27日
　　　　午前６時～７時半
▽内容　躰道の基本動作の習得と健
康増進
▽講師　弘前市躰道協会
▽対象　小学生以上＝50人
【少年少女バレーボール教室】
▽とき　７月 25 日・26 日の午前
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対策編／② 40 代・50 代のための
タブレット入門（タブレットは用意
しています）…１日目＝基本操作編、
２日目＝活用（アプリ編）
※２日目だけ参加の場合は基本操作
ができること。
▽対象　高校生以上＝各20人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　７月 25 日まで
に、ホームページ、Ｅメール、はが
き、電話またはファクス（住所・氏
名・電話番号・申し込み講座名・高
校生は学校名・一般の人は年齢を記
入）で、東北コンピュータ専門学校
へ。
※定員になり次第締め切り。
■問問 東北コンピュータ専門学校
（〒 036・8503、上瓦ヶ町 12、
☎ 32・6154、■ＦＦ 32・6155、■ＨＨ
http://www.tcomp.ac.jp、 ■ＥＥ
comp@tcomp.ac.jp）

子どもの水泳教室　

▽日程と対象　７月28日～30日、
８月１日、①午後３時～４時＝２歳
～６歳の未就学児／②午後５時～６
時＝小学生
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁

目）
▽参加料　無料
▽持ち物　水着、水泳帽、タオル、
ゴーグル
■問問参加希望日前日までに、ウイング
弘前（☎38・8131）へ。

夏休み子ども創作講座

　県木のひば材で竹トンボを作ろ
う！
▽とき　８月７日（木）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽講師　藤岡秀雄さん（一級建築大
工技能士）
▽対象　小学生と参加を希望する保
護者
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　１人 500 円（教材代、
当日徴収）
▽持ち物　手ふき用タオル
▽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〉・学年・電話番号・教材数を
記入）で、８月５日（必着）までに
申し込みを。
■問問 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、 ■ＦＦ 33・
4490、 ■ＥＥ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）
※講座をサポートするボランティア
を募集しています。詳しくは問い合
わせを。

第１回さんかくセミナー

　「ふつうに自然なもの～読み聞か
せにゆだねる時間」と題して、絵本
や古典文学、現代書籍などの中から、
女性・役割・生き方などをテーマに
した朗読・読み聞かせを行います。
▽とき　８月３日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）
▽講師　桜川ちはやさん（日本古典
文学研究家・芸術遊び「虹色の部屋」
主宰）
※駐車スペースに限りがありますの
で、できるだけ公共交通機関をご利
用ください。
※当日託児希望の人は、７月 28日
までに申し込みを（無料）。
■問問 市民参画センター（☎ 31・
2500）

 教室・講座
 

 

　市では、結婚を希望する若者の魅力向上を目的とした
「ひろさき恋活（こいかつ）カレッジ～異性とうまく話
せないあなたが４カ月後に驚く変身を遂げる恋愛の秘訣
（ひけつ）講座～」を開催し、恋活を支援します。
▽日程と内容　
① 8月 27日（水）、午後６時半～８時半＝なぜあなた
はモテないのか？大切なのは自分ではなく、相手の自己
重要感
②９月24日（水）、午後６時半～８時半＝「話がクドい」
「話が面白くない」と言われる人のメカニズム
③ 10月 22 日（水）、午後６時半～８時半＝なぜ男は
髪を切った女性に気付かず、気付いても気の利いた一言
が言えないのか？
④11月 26日（水）、午後６時半～８時半＝「着たい服」
と「似合う服」、あなたはどちらを着ていますか？
⑤12月 20日（土）、午後５時～６時半＝怖いのは「フ
ラれる事」ではなく「フラれて傷つく自分」

※⑤の講義終了後、パーティーを開催。
▽ところ　①～④＝ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室
２／⑤＝土手町コミュニティパーク（土手町）
▽対象　原則５回すべてに参加できる市内在住または市
内に勤務する 20代～ 30代の独身の人＝男女各 20人
（学生を除く、応募多数の場合は抽選）
▽参加料　各300円（当日徴収）
※パーティーに参加する場合は別途参加料が必要（男性
4,000円、女性 3,000円）
▽申し込み方法　８月８日（必着）までに、電話または
Ｅメールで、住所・氏名・電話番号・年齢・勤務先をお
知らせください。
■問問 たびすけ（西谷さん、☎ 55・0268、土・日曜
日、祝日を除く、午前９時～午後６時、■ＥＥ info@
tabisuke-hirosaki.jp）

☆ひろさき恋活カレッジ☆
　　　参加者募集
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に見学できます）
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）３階306講義室
▽講師　小磯重隆さん（弘前大学学
生就職支援センター准教授）
▽対象　市内児童・生徒の保護者
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。当日は弘
前大学には駐車できません。誘導員
がいますので、自家用車は第三中学
校（豊原１丁目）へ駐車を。
■問問学校教育改革室（☎82・1645）

かっこいい大人養成講座２

～登山囃子を覚えて
　　　　　　　お山参詣に行こう～
　津軽全域から豊作を願う人々が岩
木山を目指す伝統行事「お山参詣」
に、登山囃子（ばやし）の笛を覚え
て参加できるようになるための初心
者向け講座です。
▽とき　８月10日・17日・18日・
21日の午後７時～９時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）中会議室
▽内容　登山囃子の笛の演奏に必要
な譜面の見方、音の出し方、姿勢な
どの基本的な指導から実際の演奏ま
で／お山参詣の歴史や参加方法、楽
しみ方の解説
▽講師　津軽笛地域づくり実行委員
会
▽対象　ねぷた囃子を笛で演奏した
ことがある人（18 歳以上）＝ 40
人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　登山囃子の笛（６寸３分）
※持っていない人は相談を。
■問問８月８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。

弘前市防災マイスター
育成講座
　市では、防災に関する高い意識と
知識を持ち、地域防災の推進者とな
る「防災マイスター」の育成を目的
とした講座を開講します。
▽とき　８月 23 日、９月６日・
20日・27日、10月４日・18日・
25日、11月８日・15日
▽ところ　消防本部（本町）３階大

会議室
▽対象　市民または市内に通勤・通
学するおおむね20歳以上の人
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事
項を記入し、８月８日までに郵送、
ファクスまたはＥメールで、防災安
全課（〒036・8551、上白銀町１
の１、■ＦＦ 35・7956、■ＥＥ bousai-
anzen@city.hirosaki.lg.jp）へ。
※申込書は防災安全課（市役所３階、
窓口 305）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。また、講義内容・時間など
の詳細については、ホームページを
ご覧ください。
■問問防災安全課（☎40・7100）

ベテランズセミナー

　食品表示のあれこれを知って、賢
く買い物をしませんか。
▽とき　８月28日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽集合　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②
「知って得をする食品表示」
▽講師　田中栄子さん（県消費者協
会消費生活相談員・啓発専門員）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝50人程度
▽受講料　無料
■問問８月 25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）へ。

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。
○介護職員初任者研修課程講習会
▽とき　８月～９月（全25回）
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部（小比内３丁目）
▽対象　母子家庭の母および寡婦＝
15人
▽申込期間　７月25日～８月８日
○医療事務講習会
▽とき　９月～11月（全 30回）
▽ところ　Ｓ . Ｋ . Ｋ . 情報ビジネ
ス専門学校（徳田町）
▽対象　母子家庭の母および寡婦＝

剣道暑中げいこ

▽とき　７月29日～８月２日
　　　　午前６時～８時
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　基本動作、基本技、練習げ
いこ、講話
▽対象　市民＝150人
※用具は各自で準備を。
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
※当日会場で受け付け
■問問市民体育館（☎36・2515）

子ども天文クラブ公開講座

宇宙の落とし物～流れ星をつかまえ
よう～
　８月中旬に見ごろを迎えるペルセ
ウス座流星群、織姫星や彦星をはじ
めとした夏の星空についての解説
や、南から西の空にかけて見られる
火星、土星の観察をします。
▽とき　８月９日（土）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　星と森のロマントピア天
文台「銀河」（水木在家字桜井）
※現地集合・解散。
▽講師　鶴見弥生さん（みちのく天
文同好会）
▽対象　市内の小・中学生
※親子や団体での参加も可。小学校
２年生以下は保護者同伴で。
▽定員　30人（保護者などを含む、
先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、デジタルカメ
ラ（持っている人）、防寒具
■問問８月８日までに、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、 ■ＦＦ 33・4490、 ■ＥＥ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

子どもの進路を応援する
ための「キャリア講話」
　弘前大学オープンキャンパスにお
いて、保護者のためのキャリア講話
を実施します。
▽とき　８月８日（金）、午前 11
時～正午（オープンキャンパスは午
前 10時～午後３時で、構内を自由
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15人　
▽申込期間　７月 25日～８月 15
日
○パソコン講習会
▽とき　９月～11月（全 10回）
▽ところ　パソコンスクールＪＯＹ
（駅前３丁目）
▽対象　父子家庭の父＝５人
▽申込期間　７月 25日～８月 15
日
～共通事項～
▽受講料　無料
▽申し込み方法　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。
※申込書は同課で配布。また、申し
込み多数の場合は抽選。
■問問子育て支援課（☎40・7039）

文化センターに
みんなの作品を飾ろう☆
～子どもの作品大募集 !～
　弘前文化センターを会場に今年で
53回目を迎える「弘前市子どもの
祭典」（11月３日開催）において、
子どもの作品展示会を開催します。
当日展示する小・中学生の作品を募
集しますので、夏休み中に作った作
品など、奮ってご応募ください。
▽対象　市内の小・中学生
▽テーマ・応募規定など　
○団体作品　一つの作品を２人以上
で作成。絵画や工作など内容は自由
○個人作品
①工作の部…自分の手で作った工作
作品
②絵画の部…八つ切りサイズの画用
紙に描いた絵画で、テーマは「○○
の輪」（例：笑顔の輪）
▽応募方法　作品に、タイトル・住
所・氏名（ふりがな、団体作品は複
数）・性別・学校名（団体名）・学年・
電話番号・指導者氏名を記入したも
のを添付し、郵送または持参してく
ださい。
▽受付期間　９月 29日までの午前
８時半～午後５時（火曜日を除く）
▽その他
○応募者全員に参加賞を贈呈（作品
返却時に贈呈）
○各部門の優秀作品に選ばれた人は

子どもの祭典開会式において表彰
○応募作品は11月５日～20日に、
中央公民館事務室で返却
■問問弘前市子どもの祭典実行委員会
事務局（〒 036・8356、下白銀
町 19 の４、弘前文化センター１
階中央公民館内、☎ 33・6561、
■ＦＦ 33・4490、 ■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

全国消費実態調査にご協力を

　家計の構造を総合的に把握するこ
とを目的に、９月から 11月までの
３カ月間にわたり実施します。
　調査の結果は、国や都道府県の各
種行政施策や消費・経済を分析する
ための貴重な資料となります。
　調査地域の世帯確認のため、７月
から、調査員が対象地域のすべての
住宅を訪問し、世帯主の氏名などを
お尋ねしますので、ご協力をお願い
します。
　なお、統計調査により集められた
個人情報は、統計法により保護され
ますので、安心してご記入ください。
■問問行政経営課（☎34・3575）

市民参画センター
開館時間変更のお知らせ
　８月１日～４日は、市民参画セン
ター前にねぷた観覧の桟敷席が設置
され、センターへの出入りが困難に
なることが予想されますので、次の
とおり開館時間を変更します。
▽変更期間　８月１日～４日
▽開館時間　午前９時～午後５時
■問問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

第９回「廃品おもしろ工夫展
inプラザ棟」作品募集
　身の回りにある不用品や、ゴミと
して処分される包装紙、新聞紙、ダ
ンボール、紙パックなどを使って制
作された作品を募集します。
▽募集作品　「紙類を使った作品」
で、他のコンテスト（学校内のもの
を除く）に出品したことがないもの。
▽対象　弘前市、平川市、大鰐町、
藤崎町、板柳町、西目屋村の小学生
および特別支援学校の児童生徒＝個

人またはグループ
▽作品内容
○材料　メインの部分が不要な紙類
であれば、他の部分の材料の種類は
問いません。ただし、素材の色を生
かすためにできるだけ彩色はしない
でください。
○大きさ　おおむね 50㎝× 50㎝
× 50㎝以内
▽応募方法　規定の申し込み用紙に
必要事項を記入し、９月２日～ 12
日の午前９時～午後４時に、弘前地
区環境整備センタープラザ棟（町田
字筒井）へ、個人・グループ・学校
ごとに作品を持ち込んでください。
出品作品数は個人または１グループ
１点までとします。申し込み用紙お
よび募集要項は弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟で配布しています。
また、ホームページからダウンロー
ドすることもできます。
▽展示・審査　９月 20日～ 11月
30日の期間、弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟に展示し、優秀作品
には特別賞を授与します。また、応
募者全員へ記念品を贈呈します。
■問問弘前地区環境整備センタープラ
ザ棟（☎ 36・3388、受付時間
は午前９時～午後４時■ＨＨ http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
hirokan/sisetu/02.html）
※月曜日は休館日。月曜日が祝日の
場合は翌日が休館日。

バス車内事故防止
キャンペーン
　青森県バス協会では、７月の１カ
月間、「バス車内事故防止キャンペー
ン」を実施しています。
 バス車内事故防止のため、次のこ
とについて、皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
〇走行中に席を離れると、転倒など
思わぬけがをする場合があります。
降りるときは、バスが停留所につい
て扉が開いてから席を立つようにし
ましょう。
〇バスは安全運転に徹しています
が、やむを得ず急ブレーキをかける
場合があります。満席により席に座
れない場合は、つり革や握り棒に
しっかりつかまりましょう。
■問問青森県バス協会（☎青森 017・
739・0571）

 その他
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■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

▽要件　市町村民税が非課税または
均等割のみ課税など
▽対象　０歳～中学３年生
▽返還方法　割賦による 20年以内
の均等払い
※高校や大学へ進学する場合は、返
還の猶予があります。
■問問自動車事故対策機構青森支所（☎
青森017・739・0551）

朝市・産直マップ
平成26年版を配布
　市内の農業団体などが開催してい
る朝市や直売所の開催日時、場所な
どが分かる「朝市・産直マップ」を、
次の場所で無料で差し上げていま
す。部数に限りがありますので、お
早めに。
▽主な配布場所　市役所、岩木庁舎、
相馬庁舎、りんご公園、市立観光館、
市民参画センター、ヒロロスクエア、
市民課城東分室、緑の相談所など
■問問農業政策課農業振興係（☎ 40・
7102）

家屋取り壊しの届け出

　１月１日の時点で存在する家屋に
は、固定資産税や都市計画税（市街
化区域の場合）が課税されています。
　市では随時、家屋の現況把握に努
めていますが、特に未登記家屋の取
り壊しについては、届け出がないと
把握できないことがあり、課税され
る場合があります。
　未登記家屋を取り壊した場合は、
速やかに届け出をお願いします。
　また、災害（風害・雪害・火災など）
により住宅を取り壊した場合、土地
の固定資産税については、住宅用地
の特例措置が引き続き適用になるこ
とがあります。詳しくはお問い合わ
せください。
■問問資産税課家屋係（☎ 40・7029）
／土地係（☎40・7028）

天文台の夏休み期間中の
利用時間の変更と臨時開館
　期間中は休館しませんので、皆さ
んの来館をお待ちしています。
▽変更期間　７月 20日～８月 23
日
▽開館時間　午後１時～10時

■問問星と森のロマントピア天文台（水
木在家字桜井、☎84・2233）

国民健康保険　　　
高齢受給者証の更新
　70歳以上 74 歳未満の国民健康
保険加入者に交付している高齢受給
者証を７月下旬に発送しますので、
届き次第、記載内容などを確認して
ください。間違いがある場合や届か
ない場合は、国保年金課、岩木・相
馬総合支所民生課、または各出張所
に申し出てください。
　新しい受給者証の有効期限は、平
成27年７月 31日です。なお、75
歳に達する人は、後期高齢者医療制
度に移行するため、有効期限が異な
ります。
　有効期限が過ぎた高齢受給証は、
国保年金課、岩木・相馬総合支所民
生課、または各出張所に返還するか、
裁断の上確実に廃棄してください。
■問問国保年金課国保保険料係（市役所
１階、窓口158、☎ 40・7045）

ひろさき
多子家族応援パスポート
　市では、多子家族の子育てを応援
するため、市の公共施設の使用料な
どが無料になるパスポートを発行し
ています。対象となる人は申請を。
※対象施設など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
▽対象　平成８年４月２日以降に生
まれた子どもが３人以上いる家族の
親子
▽受付場所　子育て支援課（市役所
１階、窓口105）
▽申請に必要なもの　親子全員分の
健康保険証など
■問問子育て支援課子育て戦略担当（☎ 
40・7038）

伝統工芸品等
活用促進事業費補助金
　市では、伝統工芸品などの活用促
進を図るため、市内の飲食店や宿泊
施設などが購入する食器や装飾品に
市の伝統工芸品を活用する場合、購
入費の一部を補助します。
▽募集期間　随時（予算がなくなり
次第終了）

市民体操祭　　　
参加グループ募集
　体育の日に開催される「弘前市民
体操祭」に参加するグループを募集
します。
▽とき　10月 13日（月）
　　　　午前９時半～
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽対象　いろいろな運動や体操、エ
アロビクス、ジャズダンスなどを
行っている４人以上のグループ（年
齢、性別は問いません）
▽発表時間　１グループ＝５～７分
程度
■問問７月 30日までに、弘前体操連盟
（宮地さん、☎兼■ＦＦ 32・2988）へ。

津軽の食と産業まつり
出展者募集
▽とき　10 月 17 日～ 19 日の午
前９時半～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ターおよびエントランス広場（豊田
２丁目、運動公園内）
▽出展料　１コマ＝１万8,000円
▽共益費　克雪トレーニングセン
ター内…１店舗＝ 5,000 円／エン
トランス広場…１店舗＝１万円
※その他必要に応じて経費がかかる
場合があります。
■問問７月 31日の正午までに、津軽の
食と産業まつり運営協議会事務局
（上鞘師町、弘前商工会議所内、☎
33・4111）へ。

自動車事故被害者救済制度

　自動車事故で重度の後遺症が残っ
た人や、亡くなった人の家族を救済
するための制度です。
【介護料支給制度】
▽受給資格　自動車事故により、重
度の後遺障がいが残ったため、常時
または随時の介護を必要とする人
▽支給額　月額２万 9,290 円～
13万 6,880 円
※障がいの程度、介護に要する費用
に応じて支給。
【交通遺児等育成資金貸付制度（無
利子貸付）】
▽貸付金額　一時金 15 万 5,000
円、月々２万円
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▽対象　市内で飲食店、宿泊施設、
理美容院、服飾店、雑貨店、書店な
どを経営する法人または個人
▽対象経費　対象者が店舗などで使
用する市の伝統工芸品など（食器や
装飾品）の購入経費
※市内で製造または販売する事業者
から購入するもので、購入経費が
10万円以上のものに限る。
▽対象工芸品　①津軽塗／②津軽焼
／③下川原焼土人形／④あけび蔓
（づる）細工／⑤こぎん刺し／⑥弘
前こけし・木地玩具／⑦津軽凧（だ
こ）／⑧錦石／⑨津軽打刃物／⑩津
軽竹籠／⑪津軽裂織（さきおり）／
⑫ブナコ
▽補助率　２分の１（上限10万円）
※制度の概要および交付申請書は市
ホームページからダウンロードでき
ます。
■問問商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

ひろさきブランド
販路開拓支援補助金
　市では、中小企業者などが持つ、
独自の技術や製品・工芸品の販路拡
大および新規需要開拓の促進を図る
ため、補助金を交付し、見本市など
へ出展する取り組みを支援します。
▽募集期間　７月 15日から（予算
がなくなり次第終了）
▽対象事業　本年度中に県外で開催
される見本市などへの出展事業（販
売を主な目的とするものは除く）
▽対象　次のいずれかに該当するも
の
①市内に主たる事業所を有する中小
企業者または個人事業主　
②市内に主たる事業所を有する者を
主な構成員とする組合または任意団
体
▽対象経費　旅費、出展料、小間装

飾費、備品借上料、印刷料、運送料、
保険料
▽補助率　２分の１
▽補助限度額　国内の見本市などに
出展する場合…35万円／出展料の
ない国内の見本市などへ出展する場
合…20万円／海外の見本市などへ
出展する場合…70万円
※制度の概要および交付申請書は市
ホームページからダウンロードでき
ます。
■問問商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

相馬ふれあい館
休館のお知らせ
　相馬ふれあい館は改修工事のた
め、８月１日から平成 27年３月末
まで休館します。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。
■問問 中央公民館相馬館（☎ 84・
2316）

合併処理浄化槽整備補助金
の活用を
　市では、家庭からの生活雑排水に
よる川や海の水質汚濁を防止し、快
適な生活環境を維持するため、補助
制度を設け、合併処理浄化槽の普及・
促進を図っています。ぜひ、補助制
度を活用し、生活環境の維持にご協
力ください。
▽対象　公共下水道や農業集落排水
などの整備計画がない区域で、一軒
家の専用住宅（住宅部分が２分の１
以上の併用住宅および別荘などを含
む）に合併処理浄化槽を設置する人、
または設置される住宅を購入する人
▽対象となる合併処理浄化槽　処理
対象人員が 10人以下で、国庫補助
指針に適合するもの

▽補助限度額　
５人槽…35万 2,000 円
６・７人槽…44万 1,000 円
８～ 10人槽…58万 8,000 円
※実際の設置費用か補助限度額のい
ずれか少ない額
▽申し込み方法　環境管理課（市役
所２階、窓口 252）または環境事
業所（町田字筒井、環境整備センター
２階管理棟）に備え付けの申請書に
必要事項を記入し、申し込みを。
▽その他　補助金には限りがありま
すので、申請者全員に交付すること
ができない場合があります。
※詳しい対象区域や補助金交付条件
については、問い合わせを。
■問問環境管理課環境事業所環境事業係
（☎32・1952）

防災行政無線の運用開始

　市内に新たに整備した防災行政無
線（屋外スピーカーにより防災情報
などを放送）の運用を７月 24日か
ら開始します。
▽設置箇所　市役所（上白銀町）、
小学校 32校（修斉・三和・草薙・
小友・新和・自得・高杉・三省・船
沢・城東・致遠・北・時敏・城西・
福村・和徳・東・西・朝陽・大成・
豊田・桔梗野・青柳・東目屋・第三
大成・文京・堀越・松原・小沢・千年・
大和沢・石川）、中学校８校（裾野・
新和・北辰・第一・東・第四・第五・
南）、元弥生小学校
▽放送内容　災害時には避難情報な
どの防災に関することを、平常時に
は行政情報などを放送します。また、
朝・昼・夕方の 1日３回、音楽の
定時放送を行います。
▽放送内容の確認方法　放送が聞き
取りにくかったときなどは、電話（☎
40・7110）で内容を確認できます。
■問問防災安全課（☎40・7107）

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・人口　  178,519人　   （－107）
　 男　　  81,666人　   （－              61）
　 女　　  96,853人　   （－              46）
・世帯数　 72,747世帯    （＋            22）
平成 26年６月１日現在（推計）

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　民間から新たに採用された市職員などの活躍に目を向け、弘前市の人材
活用の取り組みについて紹介します。
○放送日　７月26日（土）、午前９時45分～ 10時
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

弘前市の新たな人材～民間から積極登用　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  みんなで「チーム弘前」～
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休日在宅当番

▽診療時間　外科・内科…午前９時
～正午／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…
午前10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。

外　科
8／3 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
10 山内整形外科（城東４） ☎26・3336
17 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
24 吉田クリニック（百石町）☎37・6300
31 菊池医院（富田町） ☎39・1234

内　科
8／3 小堀クリニック（中野２） ☎32・7146
10 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
17 今村クリニック（松原西２）☎88・3090
24 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
31 梅村医院（石渡１） ☎32・3593

耳鼻咽喉科・眼科
8
 ／10

松本眼科（三岳町） ☎31・3211

24 宮園耳鼻科クリニック
（宮園５）

☎39・1133

歯　科
8／3 三和歯科クリニック（中

野４）
☎87・7070

10 松野歯科医院（上瓦ケ町）☎37・8148
17 毛内歯科医院（田園４） ☎29・2332
24 浜の町歯科クリニック
（浜の町東３）

☎37・3566

31 関歯科医院（和泉１） ☎26・2789

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。

成人歯科健診

～本年度から30歳の人も対象～
　市では、平成 27年３月 31日ま
でに 30歳・40歳・50歳・60歳・
70歳になる人を対象に、成人歯科
健診を実施します。
　虫歯や歯周病の早期発見、口腔（こ
うくう）内の清掃状態やかみ合わせ
などの健康チェックを受け、生涯に
わたり歯の喪失を防ぎましょう。
　対象者には受診券を送付していま
すので、まだ受診していない人は、
この機会にぜひ受診を。なお、健診
は指定の歯科医療機関で、各自の都
合に合わせて受診できます。
▽料金　無料（健診後の治療費は本
人負担）

からだスッキリ実践講座

　日ごろ運動しない人や、膝や腰に
不安を感じてきた人でも、頑張らず
に楽にできる運動を行います。

▽とき　７月 17日～ 10月９日の
毎週木曜日（８月 14日を除く）午
後１時～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　毎週継続して参加できる
18歳以上の市民＝50人（先着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動できる服装、飲み物、
室内用シューズ、汗ふきタオル
▽受け付け開始　７月15日から

子育て応援栄養講座

▽とき　７月29日（火）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　「簡単なおやつを作ってみ
よう」
▽対象　３歳以上の就学前の幼児と
その保護者＝６組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん
▽受け付け開始　７月22日から

健康相談・禁煙相談

　「生活習慣病の予防について」「健
診結果を詳しく知りたい」「健診受
診後の生活について」「禁煙したい」
など、健康や栄養について保健師や
栄養士が無料で相談に応じていま
す。相談は予約が必要ですので、希
望する人は事前に申し込みを。
▽８月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康エリア）＝
３日・22 日の午前 10 時～午後３
時
〇弘前市保健センター会場＝ 11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）

親子料理教室

　弘前市民健康推進協議会による親
子料理教室を開催します。
▽とき　８月４日・５日の午前 10

時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター
▽献立　じゃがいもツナチーズ焼
き、手作りウインナー、レタスしゃ
かしゃかサラダ、トマトの卵スープ
▽対象　小学生と保護者＝各日 15
組（初めて参加する人を優先の先着
順）
▽参加費　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、飲み物
▽申込期間　７月22日～ 25日

おたっしゃ健幸塾
（ヒロロ開催）
▽とき　８月 11 日・25 日、９月
８日・22日、10月６日の午前 10
時～正午（受付は午前９時半～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階　
健康ホール
▽内容　高齢者でも無理なくできる
筋力トレーニングや体操など、全身
の運動機能を高める運動
▽対象　65歳以上の市民で、原則
として、５回すべてに参加できる人
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動できる服装、汗ふき
タオル、飲み物
▽受け付け開始　７月22日から

ベビーレッスン

▽とき　８月 17 日（日）、午前の
部＝ 10時～正午、午後の部＝２時
～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　パパとママの育児体験、赤
ちゃんのお風呂実演、マタニティ相
談など
▽対象　開催日現在妊娠 16 週～
31週（５カ月～８カ月）の人とそ
の家族
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
▽申込期間　８月１日～13日

～共通事項～
※ヒロロ開催の講座などに参加する
場合、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。

Health　Information

健康の掲示板
弘前市保健センター（野田２丁目、☎37・3750）

★応募条件　①市内に住所を有し、平成 27年３月 31
日の時点で 40歳以上であること／②がん検診を１つ以
上受診していること
★ポイント獲得期間　通年（ただし、応募した日からさ
かのぼって１年間に限ります）
★応募締め切り　毎年１月31日（消印有効）
★応募方法　マイレージシートを付属の封筒に入れて郵
送（切手不要）するか、弘前市保健センターに持参また
は、応募箱（市役所市民課総合窓口・ヒロロ３階健康広
場窓口に設置）に投函（とうかん）を。
○応募の際は、検診（健診）結果または領収書のコピー

を添付するか、マイレージシートに受診機関からのサイ
ン・押印が必要です。
○氏名・生年月日・住所・たか丸賞の希望コースなど、
記入漏れがないよう確認しましょう。
★マイレージシート配布場所
弘前市保健センター、市役所市民課総合窓口、市民課城
東分室、岩木・相馬総合支所、各出張所、地区公民館、
弘前図書館、弘前文化センター、総合学習センター、ヒ
ロロ３階健康広場窓口、検診実施医療機関
■問い合わせ先　健康づくり推進課（弘前市保健セン
ター内、☎37・3750）

健幸ひろさきマイレージ制度とは

　「がん検診の受診」「健康診査の受診」「健康に関する教室やイベントへの参加」「個人目標へ
の取り組み」の４つの項目からポイントを獲得し、50点獲得で参加賞、100点以上獲得で抽
選により「たか丸賞（健康またはくらしに関する景品）」がもらえる制度です。

みんなで
始めよう！

 

　市が、弘前大学大学院医学研究科に開設する寄附講
座「地域健康増進学講座」では、市民を対象に健康や
生活習慣病に関する幅広い知識や健康づくりの実践法
について学び、地域での「健康づくり活動」のけん引
役として活躍できる人を養成するコースを開講してい
ます。修了後は「ひろさき健幸増進リーダー」として
認定され、自主的な健康活動の実践や、市や弘前大学
の健康活動に協力してもらいます。
　皆さんも弘前大学で学び、地域の健康づくり活動に
参加してみませんか。
【講座】
▽期間　９月６日から約５カ月（おおむね毎週水曜日）
▽時間　午後６時～９時（実践実習は時間が異なりま
す）
▽内容　健康概論、生活習慣と疾病、実践（栄養・運
動）など

※講義19コマ・実習８コマ・実践実習・ワークショッ
プなど（おおむね50時間）の受講が必要になります。
▽対象　市民または市内に通勤・通学する人で、全日
程の受講ができ、修了後に「ひろさき健幸増進リー
ダー」として長期にわたりボランティア活動ができる
18歳以上の人＝30人程度
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項を記入し、８月
12日までに、健康づくり推進課（野田２丁目、弘前
市保健センター内）へ。
※申込書は市ホームページからダウンロードできま
す。
【説明会】
　受講希望者を対象に開催します。
▽とき　７月27日（日）午前11時～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健康ホール
■問い合わせ・申込先　健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

ひろさき健幸増進リーダー養成講座
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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/

■問い合わせ先　観光政策課（☎
35・1128）

なぬかびおくり
　今年もねぷたまつりのなぬか日の
夜に、岩木川沿いにねぷたを並べ、
ねぷた囃子（ばやし）が奏でられる
中、河川敷でねぷたを燃やして、ま
つりのフィナーレを飾ります。
▽とき　８月７日（木）、午後７時
～８時半（予定）
▽ところ　岩木川河川敷（岩木茜橋
近く）
▽入場料　無料

ねぷたの審査
　８月１日と２日（雨天順延）に、
ねぷたの構造や絵、運行の状況、囃
子（はやし）を審査します。審査は
桜大通り（市民中央広場側）に審査

運行日程など
【合同運行の出発時間】
１日～４日＝午後７時、桜大通りか
ら出発／５日・６日＝午後７時、中
央通りから出発／７日（なぬか日）
＝午前 10時、松森町ふれあい広場
交差点から出発
※１日～４日は、ねぷた出陣に先立
ち、桜大通りで津軽情っ張り（じょっ
ぱり）大太鼓の演技を披露。なお、
今年の津軽剛情張大太鼓は展示のみ
となります。
【運行コース（左図を参照）】
　ねぷたの待機場所周辺は交通が混
雑するほか、運行前にはコースへの
車両の進入が禁止となります。
【ねぷた観覧の場所取り】
　歩道や車道での長時間にわたる場
所取りは、通行や周辺店舗の営業の
妨げになりますのでご遠慮ください。
【ねぷた観覧時の路上駐車】
　コース周辺の路上に車を止めての
観覧は、近隣住民の迷惑となります
ので、ご遠慮ください。

席を設けて行います。

有料観覧席
　７月１日から販売しています。詳
しくは、弘前観光コンベンション協
会（☎ 35・3131）へお問い合わ
せください。
▽料金
○桜大通り　指定観覧席（いす席）
…1,800 円（ガイドブック、うちわ、

弘前駅
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りんごジュース付き）／自由桟敷席
…高校生以上＝ 1,800 円（ガイド
ブック、うちわ、りんごジュース付
き）、小・中学生＝ 900 円（うちわ、
りんごジュース付き）
○駅前　指定観覧席（いす席）…
1,800 円（ガイドブック、うちわ、
りんごジュース付き）
■まつりの問い合わせ先　市立観光
館（下白銀町、☎37・5501）

ちびっ子ねぷたのお通りだい
　弘前ねぷたまつりの幕開きとして「ちびっ子ねぷたのお通りだい」を開
催します。かわいい子どもたちが、元気な掛け声とともに、土手町をパレー
ドします。
▽とき　７月27日（日）、午後３時～（雨天中止）
▽運行コース　旧土手町分庁舎→土手町→一番町→桜大通り（解散地点）
■問い合わせ先　弘前青年会議所（☎34・4458）

　消費税増税による消費低迷の影響
を緩和するため、さくらまつり期間
における「オールひろさき『さくら
市』」に引き続き、ねぷたまつり期
間に合わせ、「オールひろさき『ね
ぷた市』」を開催します。
　「ねぷた市」では、ねぷたまつり
運行コースとなる中心商店街区域を
中心に、市内の参加店舗や事業者が
一斉にお得な売り出しなどを行いま
す。このうち、中心商店街区域では

７月 25日から８月６日までの期間
中、参加店舗で一定額以上の買い物
をすると、素敵な景品が当たる抽選
券を差し上げます。
▽内容　参加店舗で１会計 1,000
円以上お買い上げで抽選券を１枚進
呈。抽選会場で抽選券１枚につき１
回の抽選ができます。
▽抽選日時　８月５日・６日、午前
10時～午後７時
※抽選日時を追加する場合あり。

▽抽選会場　まちなか情報センター
（土手町）、ヒロロ（駅前町）
※中心商店街区域以外の参加店舗や
事業所などでも、お得なサービスや
企画が行われます。
※参加店舗や売り出しの内容など、
「ねぷた市」の詳細については、テ
レビやポスター・チラシ、市ホーム
ページなどでお知らせします。
■問い合わせ先　商工政策課（市役
所６階、窓口652、☎ 35・1135）

～オールひろさき『ねぷた市
いち

』で買い物＆ねぷた観覧～


