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青森ねぶたのハネトと
八戸三社大祭の引手を募集！

【前夜祭】
▽とき　９月13日（土）の午後６時半～７時半
▽ところ　ＪＲ弘前駅前特設会場
【お祭り食街道】
▽とき　９月 14 日（日）の午前 10 時～午後 8 時、
15日（月・祝）の午前10時～午後 2時
▽ところ　えきどてプロムナード (駅前公園～ヒロロ )
【お祭りパレード】
▽とき　９月14日（日）の午後６時～７時半、15日（月・
祝）の午前11時半～午後１時
▽ところ　イトーヨーカドー前～ＪＲ弘前駅前～ヒロ
ロ前
【お祭りステージ】
▽とき　９月 14日（日）の午前 10時～午後４時半、
15日（月・祝）の午前10時～午後２時
▽ところ　ＪＲ弘前駅前特設会場
【10 市観光ＰＲコーナー】
▽とき　９月 14 日（日）の午前 10 時～午後８時、
15日（月・祝）の午前10時～午後２時
▽ところ　ヒロロ３階イベントスペース

　お祭りパレード（山車運行）の、青森ねぶたのハネ
トと、八戸三社大祭の引手のボランティアを募集して
います。今まで、ねぶたや三社大祭に参加したいと思っ
ていた人は、ぜひご参加ください。
▽とき　9月 14日（日）の午後6時～午後7時半（集
合は午後 5時）、15日（月・祝）の午前 11時半～午
後1時（集合は午前10時半）
▽対象　2日とも参加できる人を歓迎しますが、どちら

■問い合わせ・申込先　観光政策課（☎35・1128、Eメール kankou@city.hirosaki.lg.jp）

か 1日のみの参加も可
▽申し込み方法　８月29日までに、電話またはＥメー
ル（住所、氏名、性別、年齢、電話番号、メールアドレス、
参加希望日、希望する山車〈青森ねぶたまたは八戸三
社大祭〉、衣装のサイズ〈青森ねぶた希望の場合は足の
サイズも必要〉）で申し込みを
▽その他　衣装は主催者が用意します／衣装に限りが
ありますので、定員に達した場合は、お断りする場合
があります／当日の集合場所などは申し込みの際にお
知らせします
※詳しくはお問い合わせください。

弘前市

黒石市

十和田市

五所川原市

つがる市

三沢市

平川市

八戸市

青森市

むつ市

　９月13日～ 15日の３日間、ＪＲ弘前駅前を中心に、
県内 10市の共催により「あおもり 10市（とし）大祭
典 in ひろさき」を開催します。
　13 日は前夜祭として、山車点灯式とお囃子（はや
し）の共演、14日および 15日は山車と流し踊りのパ
レードを行います。このほか、ＪＲ弘前駅前タクシー
プールにステージを設け、お山参詣や八戸えんぶりな
ど、10市の芸能を披露します。また、駅前公園からヒ
ロロ（駅前町）にかけての遊歩道「えきどてプロムナー
ド」では、「弘前いがめんち」「八戸せんべい汁」「十和
田バラ焼き」「黒石つゆやきそば」など、10市のご当
地グルメを販売します。
　10市の祭りが集合する、当市では初めてのイベント
です。この機会にぜひご覧ください。

９月 13 日～ 15 日開催

※タイトルは菊池錦子さん（弘前市出身の書家）書

お祭りパレードコース

お祭り食街道

10市観光PRコーナー

お祭りステージ

山車小屋
五所川原立佞武多

14 日・15 日
約 700 ｍ

駅前通り

ヒロロ

イトーヨーカドー

弘前駅・
アプリーズ

バス
のりば

えきどでプロム
ナード

（前夜祭会場）
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エコストア・エコオフィス認定制度
　この制度は、ごみの減量やリサイクルの推進、省エネルギーな
ど、環境にやさしい活動を行っている店舗や事務所（会社）をエ
コストア・エコオフィスとして認定し、その取り組みを応援して
いこうというものです（市が認定している店舗や事務所は下表の
とおり）。
　事業者と市民が「協働ではぐくむあずましいまち」を実現して
いくため、あなたの店舗や事務所もエコストア・エコオフィスに
なってみませんか。申請手数料などは一切掛かりませんので、ぜ
ひ申請を（詳しくは、市ホームページをご覧ください）。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・7035）

環境ニュース環境ニュース

▲エコストア・エコオフィス認定マーク

１ 弘前事務機器商会
２ パワーデポ弘前店
３ ドコモショップ弘前城東店
４ ドコモショップ弘前安原店
５ マックスバリュ安原店
６ ユニバース堅田店
７ ユニバース南大町店
８ ユニバース城東店
９ 生協コープあおもり和徳店
10 マックスバリュ樋の口店
11 マックスバリュ岩木店
12 ヤマト運輸弘前白銀センター
13 ヤマト運輸弘前城東センター
14 ヤマト運輸弘前城南センター
15 さとちょう浜の町店

１ S.K.K情報ビジネス専門学校
２ 南建設
３ 伸和産業
４ セントラル技研
５ 東北電力弘前営業所
６ 装美舎
７ 弘前事務機器商会

８ リコージャパン東北営業本部
青森支社弘前営業所

９ ビジネスサービス弘前支店
10 ニチロサンパック青森工場
11 弘前航空電子
12 丸勘建設
13 東栄土木工業
14 タムロン生産本部弘前工場
15 設備技研オサナイ
16 小山田建設
17 エルシィホーム

18 キヤノンプレシジョン本社・北和徳事業所

19 キヤノンプレシジョン北和徳第二事業所
20 弘前水道

21 オリンパスメディカルサイエンス販売弘前営業所

22 日立ソリューションズ　弘前ソリューションセンタ
23 北星交通
24 キタコン
25 三光化成弘前工場
26 ニッカウヰスキー弘前工場
27 特別養護老人ホームおうよう園
28 青森銀行弘前市役所出張所
29 特別養護老人ホーム白寿園
30 デイサービスセンター白寿園
31 生活支援ハウス白寿の園

※表はともに平成26年６月末現在のもの
です（登録順）。
※６年間継続して認定を受けているエコ
ストア・エコオフィスを「優良認定事業所」
としています。

優良認定事業所
エコストア

１ Uマート桔梗野店
２ Uマート弘大前店
３ ソフトバンク安原
４ ソフトバンク弘前駅前
５ auショップ弘前西
６ ドコモショップ弘前駅前
７ 小山内バッテリー社弘前店
８ ユニバース松原店

優良認定事業所
エコオフィス

エコオフィス認定事業所

１ 豊産管理弘前営業所
２ 青森銀行弘前支店ほか12店舗

３ アペックス弘前サービスセン
ター

４ 音羽電機工業弘前工場
５ 東管サービス
６ 大成コンサル
７ 日本パルスモーター岩木工場
８ 障害者支援施設　千年園
９ 北村技術
10 弘前農園
11 共立設備工業

12 共立寝具神田工場
13 弘前ドライクリーニング工場
14 田中工務店
15 東奥信用金庫本店ほか 12店舗
16 富士建設
17 東北クリーン

18 みちのく銀行弘前営業部ほか11店舗
19 介護老人保健施設　平成の家
20 マル長
21 猪股建設
22 東邦設備工業所

エコストア認定事業所
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アメリカシロヒトリの駆除にご協力を

　ガの一種のアメリカシロヒトリは、樹木
の枝・葉に白い糸を巻き付けて巣網を作り、
集団で巣網内の葉を食べ尽くした後、付近
一帯に分散し、広く被害を及ぼします。
　被害が発生する時期は、気象状況などに
よって変動しますが、卵がふ化して幼虫に
なる、６月から７月ごろと８月から９月ご

ろの年２回です。
▽駆除・対策　幼虫は成長すると巣網から分散するた
め、発見したらすぐに巣網ごと切り落とし、踏みつぶ
すか、ビニール袋で二重に密封して燃やせるごみに出
してください。巣網への薬剤散布も効果的ですが、寄
生予防のための散布は効果がありません。薬剤は、ホー
ムセンターなどで市販されている毛虫用の殺虫剤をお
勧めします。ただし、使用方法や周囲の環境には十分
注意してください。
　なお、薬剤散布は地域ぐるみで一斉に実施すること
が効果的であるため、市では本年度より、町会を対象
に噴霧機を貸し出します。また、弘前市町会連合会で
は各町会を通して、薬剤費の補助をしていますのでご
活用ください。
※自分で駆除できない場合は、造園業者や害虫駆除の
専門業者に相談を。また、アメリカシロヒトリの生態
や駆除方法などについては市ホームページにも掲載し
ていますので、ご覧ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

スズメバチにご注意ください

　スズメバチは、刺されると死亡事故にもつながる危
険なハチで、８月から９月にかけて活動が活発になり
ます。巣は球状でしま模様があり、出入り口は１カ所
しかないという特徴がありますので、発見した場合は
近寄らないようにしましょう。

　もし刺された場合は、傷口をきれいな水でよく洗い、
できるだけ早く病院で治療を受けましょう。
　個人の建物や敷地内に作られた巣の駆除は、市で
行っていませんので、造園・害虫駆除業者などにご相
談ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

「うちエコいいね！節電チャレンジ
2014 夏」参加者募集
　今年の夏は、家で１カ月節電して景品を当てよう。
▽応募条件　７月～９月の間、電気使用量が前年同月
より削減されていること
▽応募方法　電気使用量のお知らせ（検針票）の原本
または写しと、必要事項（住所・氏名・年齢・電話番
号・世帯人数）を記入した用紙を封筒に入れ送付して
ください。なお、応募は１カ月分を１口として、最大
３カ月分まで応募できます。
▽景品　カーボンオフセット付きクオカード 1,000
円分＝ 100人（抽選）
▽応募締め切り　10月 31日（当日消印有効）
■問い合わせ・応募先　青森県環境パートナーシップ
センター（〒 030・0801、青森市新町１丁目 13の
７、和田ビル３階、☎青森 017・721・2480、平
日の午前９時～午後５時）

第９回あおもり環境まんが展作品募集

　青森編集会議では、自然豊かな青森県から、「まんが」
を通じて文化情報を発信するため作品を募集していま
す。
▽テーマ　「ありがとう」
▽募集期限　９月10日（当日消印有効）
※応募方法など詳細はホームページ（http://
aomori-ec.jp）をご覧になるか、問い合わせを。
■問い合わせ先　青森編集会議（☎青森017・782・
1261）

【８月～９月着工予定工事】
〇克雪トレーニングセンター…屋根防水改修、カーテ
ン取り替え
〇球技場…グラウンド人工芝生化に伴う舗装、外周
フェンス設置、簡易スタンド設置
【９月以降着工予定工事】
〇野球場…スコアボード改修など
〇陸上競技場…２種公認改修など
〇庭球場…人工芝生張替、防球壁改修など
〇球技場…人工芝生敷設、夜間照明施設設置など
〇克雪トレーニングセンター…グラウンド改修、相撲
練習場改修（ウエイトリフティング場へ）など

〇運動広場…グラウンド改修など
【施設閉鎖期間】
〇克雪トレーニングセンター…８月４日
～９月４日、10月 21日～ 12月 12日
〇球技場…８月18日～年度内
〇陸上競技場…９月16日～年度内
〇庭球場…9月 17日～年度内
〇運動広場…10月６日～年度内（工事期間変更）
〇野球場…10月６日～年度内（工事期間変更）
※閉鎖期間は変更になる場合があります。
【園内注意事項】
　工事期間中は安全管理のため、立ち入り禁止区域の
設置や警備員などによる誘導が行われます。ご不便を
お掛けしますが、ご協力をお願いします。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

運動公園リニューアル事業に
伴う工事着工のお知らせ



4

弘前市スポーツ推進審議会の委員を募集スポーツの推進
にあなたの声を

　市では、幅広く市民の声をスポーツ推進に反映させ、
市民の柔軟な発想による斬新な意見を求めるため、弘
前市スポーツ推進審議会の委員を募集します。
▽応募資格　市内に在住する20歳以上の人で、年２
回程度、平日の日中に開催される会議に出席できる人
（市のその他の審議会などの委員および、国・地方公
共団体の議員または職員を除く）
▽募集人員　男女＝各１人（原則）
▽応募期限　８月29日（必着）
▽任期　11 月１日～平成 28 年 10 月 31 日の２年
間
▽報酬など　会議１回の出席につき、１万円の報酬お
よび交通費を支給
▽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メールで提出してください。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業（勤
務先または所属団体等の名称・所在地など）・電話番
号
②スポーツ活動歴（スポーツ選手としての活動実績、
競技団体などの役員歴、大会や研修会等の運営実績、

取得資格などがある場合は具体的に記載を）
③現在、県および他市町村の審議会などの委員になっ
ている人は、その審議会などの名称と在任期間
④応募の動機または自己ＰＲ
⑤市のスポーツ振興に関する意見・提言など（800
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、文化スポーツ振興課（市役所２階、窓口 253）、
各市営体育施設でも配布しています。
▽選考方法　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通知します。
※応募書に記載された個人情報は、選考事務のみに使
用し、その他の利用・公表などはしません。ただし、
委員になった人については、その氏名を委員名簿に記
載し、公表します。
■問い合わせ・提出先　文化スポーツ振興課（〒036・
8551、上白銀町１の１、☎ 40・7115、ファク
ス 35・7956、 Ｅ メ ー ル bunspo@city.hirosaki.
lg.jp）

弘前市子ども会活動推進事業事業実施団体を
追加募集します

　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。
　本年度の１次募集では下表の５事業が採択され、補
助金が交付されました。
　今回、本年度の追加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　８月１5日～９月 11日（事業実施期間
…10月１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）

No. 事業名 団体名 事業内容 総事業予定額 交付額

１
町会子ども会リーダー養
成事業「昔懐かしい林間
学校の集い」

中部仲町・西部仲町
２町会子ども会合同
事業体

夏休みの朝のラジオ体操の後に、夏休みの宿題を
主に学習する時間を設ける。学習の後には、毎日
メニューを変えてゲームや昔の遊びを体験する。

6 万円 4 万 5,000 円

２ 子ども会国際交流と夏祭
り

和徳地区青少年育成
委員会

弘前大学の留学生と日本・外国のクイズ、ゲーム、
日本の遊びを体験。牛乳パックを再生したはがき
作り、暑中見舞いを作成する。留学生と共に日本
の夏祭りを体験する。

7 万 3,000 円 5 万円

３ 三和地区子ども会ねぷた
運行

三和地区子ども会ね
ぷた実行委員会

角燈籠（とうろう）作りやねぷた囃子（ばやし）
の練習などを体験。自分たちが作った燈籠を持っ
て町内を運行する。

12 万円 5 万円

４ ヒップホップダンス教室 緑ヶ丘町会
町会の集会所でヒップホップダンス教室を開催
し、「町内夏祭り」「学区運動会」「子どもの祭典」
での発表を目指す。

11 万 4,500 円 ５万円

５ どてまち検定 上土手町青少年育成
委員会

土手町商店街の協力により、商店街の歴史や文化
を題材としたクイズラリーを開催。地域マネーを
使って協力店舗で商店街の人と会話しながら買い
物する楽しさや経済について学ぶ。

13 万円 5 万円
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【初級一般行政・初級建設（土木・電気）】
▽資格　日本国籍を有し、平成５年４月２日～平成９
年４月１日生まれの人
▽採用予定　初級一般行政＝８人／初級建設（土木）
＝４人／初級建設（電気）＝１人
▽第１次試験　９月 28日（日）、県立弘前工業高等
学校（馬屋町）
▽試験科目　適性検査・教養試験・性格検査（各職種
共通）／専門試験（初級建設〈土木・電気〉）
▽第１次試験合格発表予定日　10月 17日（金）

※第２次試験の詳細については、第１次試験合格者に
直接通知します。
▽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、９月３日（必着）までに郵送または持参を（受け
付けは、土・日曜日を除く午前８時半～午後５時）。
※募集要項は、市ホームページにも掲載しています。
■問い合わせ・提出先　人材育成課人事評価担当
（〒036・8551、上白銀町１の１、☎35・1119）

あなたの力を
市民・市のために 市 職 員 募 集

　市では、成年後見人に必要な知識を習得し、地域の
認知症者などのサポートに当たる人材「市民後見人」
を養成する研修（第２期）を開講します。研修終了者
は、「弘前市市民後見人候補者名簿」に登録し、必要
に応じて家庭裁判所に推薦します。
　皆さんも研修を受講し、認知症になっても安心して
暮らせる地域づくりに貢献してみませんか。
▽日程・内容　下表のとおり

▽要件　おおむね 25歳以上 65歳未満で、弁護士・
司法書士・社会福祉士・税理士・行政書士の資格を有
していない人、またすべての課程を受講できる見込み
があること
▽定員　30 人
▽参加料　無料
▽申込締め切り　９月30日
■問い合わせ・申込先　弘前市成年後見支援センター
（☎兼ファクス 31・0430、Ｅメール hirosaki_
kouken@yahoo.co.jp）

弘前市市民後見人養成研修（第２期）

開催日 時間 基礎／実務 テーマ ところ

１ 10月 18日（土）午前９時半～10時 ー オリエンテーション 弘前市社会福祉セン
ター（宮園２丁目）２
階会議室

午前10時～午後４時
基礎編

市民後見概論／成年後見制度の基礎
２ 10月 25日（土）午前 10時半～午後５時 関係制度・法律／対象者理解
３ 11月 1日（土）午前９時半～午後4時 対象者理解／関係制度・法律／成年後見制度

の基礎／後見活動の実際
弘前文化センター（下
白銀町）１階会議室

４ 11月 8日（土）午前９時半～午後3時 実務編 後見人の後見活動同行 ―
５ 11月 15日（土）午前 10時～午後４時半

基礎編

民法の基礎／後見活動の実際／家庭裁判所の役
割 弘前文化センター（下

白銀町）１階会議室６ 11月 22日（土）午前９時半～午後4時 民法の基礎／成年後見人制度の基礎／後見活動
の実際／関係制度・法律

７ 11月 29日（土）午前 10時～午後３時 地域資源のコーディネート演習
８ 12月 6日（土）午前９時半～午後 4時

実務編 成年後見の実務 弘前市社会福祉セン
ター（宮園２丁目）２
階会議室

９ 12月 13日（土）午前９時半～午後３時
10 12月 20日（土）午前９時半～午後4時 対人援護の基礎／市民後見人像レポート作成

　ねたきりの高齢者や障がい者を自宅で介護している
世帯に、紙おむつを支給しています。
▽対象世帯　自宅で①～③のいずれかに該当するねた
きりの人を介護している、市民税非課税の世帯（生活
保護世帯は除く）
①満65歳以上で要介護度４・５相当のねたきりの人
②身体障害者手帳１級・２級の交付を受けているねた
きりの人
③療育（愛護）手帳Ａの交付を受けているねたきりの

人
▽支給内容　フラットタイプ（200枚）、テープタイ
プ（100 枚）、尿とりパッド（240 枚）から１種類
を選択してもらい、４月・７月・10月・１月の３カ
月おきに自宅へ配達します。
▽申請方法　申請者（家族）の印鑑を持参し、介護福
祉課（市役所２階）で手続きを。
■問い合わせ・申請先　介護福祉課高齢福祉係（☎
40・7114）

ねたきり高齢者等への紙おむつ支給事業対象世帯の人は
申請を
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　地方税法の改正に伴い、平成27年度から軽自動車
税の税率が変わります。車両の種類や新車新規登録を
受けた年月によって、適用される税率が異なります。
※新車新規登録を受けた年月は、自動車検査証（車検
証）の「初度登録年月」欄で確認することができます。

①軽三輪、軽四輪以上の車両は、新車新規登録を受け
た年月により、現行税率、新税率、重課税率（平成
28年度から）のいずれかの税率になります。

※新税率…平成27年４月１日以降に新車新規登録を
受ける車両から適用されます。平成 27年３月 31日
以前に新車新規登録を受けた車両は、現行税率が引き
続き適用されます。
※重課税率…新車新規登録を受けた年月から13年を
経過した車両（電気自動車などを除く）に対して、翌

平成27年度から軽自動車税の税率が変わります車種などで税率
が異なります

車種区分 現行税率 新税率 重課税率
軽三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

軽四輪
以上

乗用 自家用 7,200 円 1 万 800 円 1 万 2,900 円
営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

貨物用 自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円
営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

年度から課される税率で、平成28年度から適用にな
ります。なお、平成28年度から重課税率が適用とな
る車両は、平成 14年 12月 31日以前に新車新規登
録をした車両になります。

②原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・
二輪の小型自動車・雪上車は、既に登録している車両
を含めて、平成27年度から新税率が適用されます。

■問い合わせ先　市民税課諸税係（☎35・1117）

車種区分 平成 26
年度まで

平成 27
年度から

重
課
税
率総排気量 現行税率 新税率

原動機付
自転車

50cc 以下 1,000 円 2,000 円

適
用
な
し

50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円
90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円
ミニカー 2,500 円 3,700 円

小型特殊
自動車

農耕用 1,600 円 2,000 円
その他 4,700 円 5,900 円

軽二輪（125cc 超 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円
小型二輪（250cc 超） 4,000 円 6,000 円
雪上車 2,400 円 3,600 円

　市では、一部の地域（合流区域）を除いて、汚水と雨水を分けて処理する分流式となっています。下図は分流区
域の家から下水道本管までの配管の例です。
※合流区域…土手町（一部）、松森町、代官町、大町１丁目～３丁目、駅前町、駅前１丁目～３丁目、東和徳町（一部）、
南大町1丁目・２丁目、品川町（一部）、御幸町（一部）、大富町、富野町（一部）、富田町、南富田町、豊原１丁目・
２丁目、三岳町、北園１丁目（一部）

　公共下水道の汚水管へ雨水を流すと、次のような問題が発生する恐れがあります。
①雨天時に道路上のマンホールや宅地内のマスから汚水が溢れ、家庭からの汚水が流れなくなることがあります。
②汚水をきれいな水に処理する下水処理場で、処理しきれなくなり、河川の水質悪化につながることがあります。
③下水処理場で処理する費用は、皆さんの下水道使用料が使われているため、処理する必要のない雨水が多くなる
と、下水道使用料の負担増につながることがあります。
　現在、右上の写真のように雨水管から汚水マスに誤って雨水を流している人は、雨水を流さないよう改善をお願
いします。なお、改善方法がわからない場合はお問い合わせください。
■問い合わせ先　上下水道部営業課給排水係（茂森町、☎32・0698）

下水道管に雨水は流さないで…

誤接続状況

市政情報
Town Information

接続マス 接続マス 接続マス 公共マス

下水道管

雨水管

雨水管
汚水管 雨

水
マ
ス

マ
ン
ホ
ー
ル

側
溝

排水設備（個人が設置・管理する部分） 公共下水道（市などが設置・管理する部分）

雨水管

汚水マス
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 イベント

　   暮らしの
nformation

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111
／●相馬庁舎　☎ 84・2111

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

「JAXA へ行こう！」
2014 報告会
　７月 28 日・
29 日に神奈川
県相模原市、茨
城県つくば市
の JAXA 施 設
を訪れた中学生
15人、高校生５人が、体験したこ
とや川口淳一郎教授から学んだこと
などを発表します。
▽とき　８月24日（日）
　　　　午前10時から
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）大ホール
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問生涯学習課（☎82・1641）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎齊藤文麿　色紙展
▽とき　８月 14 日～ 24 日（19
日は休み）、午前９時～午後４時
▽内容　齊藤文麿さんによる日本
画・水彩画・水墨画の展示、販売
◎うれし　たのし　句会
▽とき　８月 24日、午後１時～午
後４時（受け付けは午後1時～）
▽内容　かるた大会、句会（お題：
花火）、おやつタイムなど
▽参加料　大人＝ 500 円、学生・
子ども＝無料
※見学のみも可。
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

弥生いこいの広場
「動物広場イベント」
　エサをあげたり、獣舎の中を見た
りして、動物のことをもっと知ろ
う！

▽とき　８月24日（日）
           午前 10時から
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
▽内容　エサやり体験、獣舎バック
ヤードツアー、ヤギのつめ切り見学
▽参加料　無料（動物広場入場料は
必要）
※事前の申し込みは不要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

ブランデュー弘前ＦＣ
東北リーグ 2 部北ホーム戦
▽とき　８月24日（日）
　　　　午後２時から
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
陸上競技場
▽対戦チーム　水沢サッカークラブ
▽その他　会場ではスコアを予想
し、的中した人は景品がもらえるブ
ランデューtotoや、キックターゲッ
トもできます。
■問ブランデュー弘前ＦＣ事務局（☎
35・2012）

第４回市民すこやか
ペタンク交流大会
▽とき　８月30日（土）
　　　　午前８時50分～正午
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）多目的広場
▽内容　初心者に簡単な講習を行っ
た後、抽選で３人１組のチームを作
り、４回戦のゲームを行う
▽対象　市民
▽参加料　500円（当日徴収）
▽その他　１位～５位を表彰します
（参加賞などもあり）。
▽申し込み　当日会場で受け付け
■問弘前市ペタンク協会（葛西さん
か宮崎さん、☎ 88・3480、82・
4474）

天文台観察会
☆見あげてごらん天体ショー☆
▽とき　８月31日（日）
　　　　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　「てんびん座に集合する
火星・土星・月」
▽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。
■問星と森のロマントピア天文台（☎
84・2233、月・木曜日は休館）

南富田フェスティバル

　さまざまな世代の人が楽しめるス
ポーツイベントです。
▽とき　８月31日（日）
　　　　午前10時から
▽ところ　南富田町体育センター
▽内容
○体育館…午前 10時～バスケット
ボール／午前 11時 45分～バドミ
ントン／午後１時半～バレーボール
○和室…午前 10時～健康体操教室
／午前 11時～ヨガ／午後１時～手
芸教室
▽対象　市民＝100人
▽参加料　200 円（傷害保険代含
む。当日徴収します）
■問南富田町体育センター（☎ 34・
6122）

青森県産業技術センター
りんご研究所参観デー
▽とき　９月３日・４日の午前９時
～午後４時（４日は午後３時まで）
▽ところ　りんご研究所（黒石市牡
丹平）
▽内容　特設コーナー「今知ってお
こう！生理障害のすべて」、研究成
果の資料展示・相談コーナー、試験
地の公開、農業機械まつり、農業資
材・地域物産・農業図書などの展示・
販売、りんご講演会、りんごの試食
販売など
※りんご講演会は３日の午前 10時
～ 11時半、りんご試食販売は３日
の午後１時～２時と４日の午前 10
時～ 11時（なくなり次第終了）／
３日はミスりんごが来ます／駐車場
は東公園（黒石市柵ノ木）のご利用
を
■問りんご研究所（☎52・2331）
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■問弘前商工会議所青年部（☎ 33・
4111）

本とあそぼう
全国訪問おはなし隊
▽とき　９月６日（土）、午後２時
半～３時半（雨天決行）
▽ところ　弘前図書館　東北電力側
正面玄関前（下白銀町）、２階視聴
覚室
▽内容　絵本、児童書を約 550 冊
乗せたキャラバンカーでの自由閲覧
と、おはなし隊によるおはなし会（参
加者へのお土産もあります）
▽対象　おおむね２歳～８歳
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

夜のカヌー教室

▽とき　８月 20 日・27 日、９月
３日の午後６時～７時半
▽ところ　城北ファミリープール
（八幡町１丁目）
▽内容　カヌーの乗り方や漕ぎ方な
どの練習
▽対象　カヌー初心者の市民＝ 10
人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
※汚れてもいい服装でお越しを。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

ヨ ガ 教 室

▽とき　８月 30日～９月 27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　普段使っていない体の部分
を動かすことでけがの防止を図り、
硬くなっている体をほぐし、心身の
不調を整え、代謝や免疫力もアップ
します。
▽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　運動しやすい服装
■問８月 28 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、■Ｆ 82・
5701）へ。

杖道（じょうどう）体験教室

　杖道とは、杖を使う現代武道です。
▽とき　８月31日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）体育室
▽対象　市民
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、タオル、運動し
やすい服装
■問弘剣連杖道部事務局（木村さん、
☎携帯090・5832・3694）

県立弘前高等技術専門校
一日技能教室
▽とき　９月６日（土）、午前の部
＝ 10時～正午、午後の部＝１時半
～３時半
▽ところ　県立弘前高等技術専門校
（緑ヶ丘１丁目）
▽内容　①マイカー日常点検／②木
製メモスタンド製作／③ハンギング
ボード製作／④子ども用いす（塩ビ
管）製作／⑤木製ベンチ製作
※このほか、施設公開も行います。
▽定員　①・③・④＝各10人／②・
⑤＝各15人（先着順）
▽参加料　無料
※材料・工具の準備は不要。作業可
能な服装・履物で参加を。
■問８月 27日～９月３日に、電話ま
たはファクスで、県立弘前高等技術
専門校訓練課（☎ 32・6805、■Ｆ
35・5104）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
　学ぶ市民のための講座です。
【はじめてのパソコン講座】
▽とき　９月２日・９日・16日の
午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝

弘前法人会女性部会
公開講演会
▽とき　９月４日（木）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽内容　「明治・大正時代の弘前公
園　観櫻会や石垣修理のはなし」
▽講師　宮川慎一郎さん（弘前図書
館館長）
▽定員　70人
▽参加料　無料
■問８月25日までに、弘前法人会（☎
36・8274、平日の午前９時～午
後５時）へ。

人形劇団プーク
「ピンクのドラゴン」
　弘前市児童文化研究サークル連合
会主催の人形劇公演を開催します。
　日本屈指の人形劇団の公演ですの
で、皆さんぜひおいでください。
▽とき　９月 18日（木）の午後６
時半から（午後６時開場）
▽ところ　貞昌寺（新寺町）
▽参加料　1,000円（３歳以上）
▽問い合わせ・チケット取扱先　貞
昌寺（☎ 32・1082）／弘前市社
会教育協議会（☎31・3010）

ひろさき合コンリーグ
「秋季大会」開催
～秋の夜　店のおすすめ料理と合コ
ンを楽しもう！！～
▽とき　９月 20 日、10 月４日の
午後７時～ 10時半（受け付けは午
後５時半～６時半）
▽ところ　鍛治町・土手町周辺の飲
食店
※約60店舗参加予定
▽参 加 料（ １ 人 1 日 ）　男性＝
4,500円、女性＝3,500円
※参加資格など詳細については問い
合わせを。 

 教室・講座
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30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　８月 17日、午前
８時半から
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます（受付時間は午後５
時まで）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

カルチャークラブ

　毎週さまざまな手芸や工作を行い
ます。
▽とき　９月２日（火）～平成 27
年３月 24 日（火）の毎週火曜日、
午前10時～ 11時
▽ところ　南富田町体育センター和
室
▽対象　おおむね60歳以上の市民
▽参加料　１回 300 円（別途材料
費として各回 200 円～ 400 円が
必要。当日徴収します）
※月によって休みの日がありますの
で、詳しくはお問い合わせを。
■問南富田町体育センター（☎ 34・
6122）

託児付きの育児支援連続講座

▽日程と内容　①９月６日「育児や
家庭で活かせるアロマ」…原田光子
さん（県総合社会教育センター家庭

教育相談員）／② 10月４日「子育
てと衣生活」…安川あけみさん（弘
前大学教育学部教授）／③ 10 月
18 日「子どもの慢性疾患：喘息・
アレルギー」…田中完さん（弘前大
学教育学部教授）／④11月１日「子
育てあるある－子育て井戸端会議
－」…県家庭教育アドバイザー
※①～④とも午前10時半～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階駅
前こどもの広場イベントスペース・
多目的室
▽対象　育児中の人＝ 30人（託児
は15人まで）
▽受講料　無料
▽持ち物　①の講座に参加される人
はフェイスタオル１枚を。託児を利
用される人は、飲み物やおやつ、お
むつなどの持参を。
▽申し込み締切　各開催日の３日前
まで
※詳しくは弘前大学生涯学習教育研
究センターホームページ（http://
culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/
sgcenter/) をご覧ください。
■問弘前大学生涯学習教育研究セン
ター（☎兼■Ｆ 39・3146）／駅前
こどもの広場（ヒロロ内、☎ 35・
0156）

初心者硬式テニス教室

▽とき　９月５日～ 10月 31日の
毎週金曜日、午後７時～９時

▽ところ　千年庭球場（小栗山）
▽内容　硬式テニスの基本（スト
ロークなど）
▽対象　大学生以上の市民＝10人
▽参加料　１回500円
▽持ち物　タオル、シューズ（ラケッ
トは貸し出します）
※事前の申し込みが必要。
■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）

布ぞうり作り体験教室

　使い古しのタオルや手ぬぐいを
使って布ぞうりを作ります。
▽とき　９月６日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　中学生以上＝20人
※当施設での布ぞうり作り教室に参
加したことがない人を優先します。
▽参加料　無料
▽持 ち 物　タオル４枚（およそ
35cm× 80cmのもの）、手ぬぐい
２枚（使い古しのもので構いませ
ん）、昼食、動きやすい服装
■問８月 17 日から、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）へ。
※月曜日は休館日。

　日本女子プロゴルファーの白戸由香さん（弘前学院聖愛高
校出身）、加藤あづみさんが指導します !!
【初心者ゴルフ教室】
　スナッグゴルフを活用したゴルフの基礎技術やマナーなど
の指導が受けられます。
▽とき　９月 13日（土）、午前 10時から正午（午前９時
45分に管理棟前集合）
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清野袋）
▽対象　市内在住の小学生～中校生＝30人程度（先着順）
▽参加料　無料
【ゴルフ教室】
　ゴルフの技術指導が受けられます。
▽とき　９月13日（土）、午後１時半～４時（午後１時15
分に管理棟前集合）
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場
▽対象　市内在住の小学生以上＝20人（先着順）
※コース経験者で、ゴルフ用具一式を持っている人。
▽参加料　無料

【ゴルフコンペ】
　プロ２人による各1ホール同伴の
レッスン指導とコンペを開催します。
▽とき　９月14日（日）、午前８時45分～午後４時ころ（午
前８時にフロント前集合）
▽ところ　津軽カントリークラブ（百沢字裾野）
▽対象　市内在住のコース経験者＝54人（先着順）
※ゴルフ用具一式を持っている人。
▽参加料　1万 2,000 円（カート・キャディー・昼食代を
含む。津軽カントリークラブメンバーは 1万 500円、ジュ
ニア〈高校生まで〉は7,000円）
※詳細については問い合わせを。
▽申し込み方法　９月８日までに、Ｅメールまたはファクス
（氏名〈ふりがな〉・性別・年齢〈学生は学校名・学年〉・電
話番号、参加希望種目名）で申し込みを。
■問岩木川市民ゴルフ場（リベロ津軽スポーツクラブ事務局、
川村さん、☎兼■Ｆ 36・7855、■Ｅ info@libero-sc.com）

日本女子プロゴルファーによるゴルフ教室などを開催 白
戸
由
香
さ
ん
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食育クッキング～旬の魚いただきま
す♪～」
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　①一般（おおむね 50歳以
上）＝ 30人／②食育に関心のある
親子・一般＝ 40人
▽受講料　①＝無料／②＝１組
500円
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選となります。②の講座
については、弘前丸魚ホームページ
（http://www.hmaruuo.co.jp）、
または電話（☎ 27・2345）で申
し込みを。
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

高齢者夜間交通安全体験教室

　市では、高齢者の交通事故防止を
図るため、参加体験型の夜間交通安
全体験教室を開催します。
▽とき　９月22日（月）
　　　　午後４時～７時40分
▽ところ　弘前モータースクール
（和泉１丁目）
▽内容　歩行者コース＝交通安全講
話、歩行実験、屋外実演（ライトの
届く距離、色による視認性、反射材
の効果など）／運転者コース＝交通
安全講話、運転実技、屋外実演（ラ
イトの届く距離、色による視認性、
反射材の効果など）
▽対象　65歳以上の市民
▽定員　歩行者コース＝ 30人／運
転者コース＝９人
▽参加料　無料
▽持ち物　運転免許証（運転者コー
スの人のみ）
※夕食を用意します。
■問９月５日までに、都市政策課交通
政策推進室（☎35・1102）へ。

コミュニケーション
実践セミナー
▽とき　９月６日（土）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　総合学習センター（末広
4丁目）４階第４・第５研修室

▽内容　就職活動に役立てるため、
インプロ（即興）ゲームで楽しく「聴
く、話す」力を身に付けます。
▽講師　柳澤ふじこさん（産業カウ
ンセラー）
▽対象　40歳代前半までの若年求
職者など＝16人程度（先着順）
▽参加料　無料
■問ジョブカフェあおもり（☎青
森 017・731・1311、 ■Ｆ 017・
731・1312）

未婚のひとり親家庭へ「みなし
寡婦（夫）控除」を適用します
 市では、子育て支援のため、「みな
し寡婦（夫）控除」を適用します。
　「寡婦（夫）控除」は、配偶者と離別・
死別した人が受けられる市民税、所
得税の控除ですが、未婚のひとり親
家庭には適用されていません。
　「みなし寡婦（夫）控除」は、税
額や所得金額を基準とする制度を利
用する際に、未婚のひとり親家庭に
ついても「寡婦（夫）控除」を受け
た場合と同様に算定するものです
（実際の市民税、所得税に影響する
ものではありません）。
　申請方法などは、各事業により異
なりますので、詳細については各担
当課に問い合わせを。
▽対象事業　①保育所保育料／②市
営住宅使用料／③幼稚園就園奨励費
補助／④就学援助
■問①子育て支援課児童育成係（☎
35・1131）／②財産管理課住宅
係（☎ 35・1321 ／③・④学務健
康課学務係（☎82・1643）

外国人観光客受入環境整備
事業費補助金
　市では、当市の外国人観光客の受
入環境整備水準の向上を図るため、
観光関連事業者が行う外国人観光客
の受入環境整備事業に要する経費の
一部を補助します。
▽補助対象　次のいずれかに該当す
る人（平成 25年度～ 26年度にお
いて納付すべき市税等を滞納してい
る人を除く）
①文化教養施設、レジャー施設、そ
の他観光またはレクリエーションに
関する施設を営業している事業者
②ホテル、旅館等宿泊が可能な施設

小学生水泳教室

▽とき　９月 11 日～ 10 月 16 日
の毎週木曜日、午後４時半～５時半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　水慣れからクロールで泳げ
るまで
▽対象　小学生＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・性別・生年
月日・電話番号・保護者氏名・教室
名を記入し、８月 25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。
※兄弟での参加ははがき１枚で応募
可。応募多数の場合は抽選で決定。
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

ベテランズセミナー

▽とき　９月18日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　郷土学習講座④「弘前公
園と弘前城の歴史～弘前城本丸石垣
修理事業」
▽講師　市公園緑地課職員・市文化
財課職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝50人程度
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具
■問９月 14日までに、電話かファク
スで、中央公民館（☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、火曜日は休み）へ。

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　①９月 20日、午前
10 時 20 分～ 11 時 50 分＝「気
分爽快 !リズムでワクワク～心も体
もリフレッシュ～」／②９月27日、
午前 11時～午後２時＝「おさかな

 暮らしのinformation

 その他
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を営業している事業者
③観光客向けに郷土料理などを提供
する飲食業を営業している事業者
④鉄道、バス、タクシー、レンタカー
業などを営業している事業者
⑤その他外国人観光客の受入体制整
備水準の向上に取り組んでいる人
▽補助対象事業　施設の案内表示、
誘導表示その他の案内表示に係る
多言語表記の整備／パンフレット、
ホームページ等情報発信に係る多言
語表記の整備／その他外国人観光客
の受入環境の向上に資する整備
▽補助対象経費　消耗品費／印刷製
本費／手数料／筆耕翻訳料／委託料
／その他市長が必要と認めるもの
▽補助率・補助限度額　補助対象経
費の実支出額の合計額の３分の２以
内の額、または 25万円のいずれか
少ない額
▽応募期間　９月 30日（火）まで
の、午前８時半～午後５時（土 ･日
曜日、祝日を除く）
▽採択方法　審査を経て決定しま
す。審査結果については、10月中
旬に応募者全員に通知する予定で
す。
※提出書類や審査項目などの詳細に
ついては、市ホームページをご覧く
ださい。
■問国際広域観光課（☎40・7017）

弘前大学教育学部附属特別
支援学校の児童生徒募集
▽対象　知的障がいがあり、愛護手
帳を持ち、公共交通機関を利用した
通学時間がおおむね 1時間以内の
児童生徒
▽定員　小学部第１学年＝３人／中
学部第１学年＝６人／高等部第１学
年＝８人
▽応募書類の交付　９月 22 日～

30 日（土・日曜日、祝日を除く）
の午前９時～午後３時
▽出願書類の受け付け　10月１日
～ 15日（土・日曜日、祝日を除く）
の午前９時～午後３時
※入学選考出願前に入学相談が必要
です。相談は９月 12日まで受け付
けます。相談を希望する場合は、事
前にご連絡ください。
■問弘前大学教育学部附属特別支援学
校（〒 036・8174、富野町１の
76、☎ 36・5011）

平成まんじ札 2014 を
集めてみませんか
　市の歴史や文化を感じられる「平
成まんじ札」を配布しています。
▽とき　９月28日まで
▽配布場所　市中心街をメーンとし
た40店舗
▽コース　①１日体験土手町ルート
（23店舗）／②市内近郊コンプリー
トルート（土手町ルートを含む全店
舗）
※ポスターやチラシをヒントに収集
を。
▽その他　各店舗 300 枚配布しま
す（なくなり次第終了）
■問弘前青年会議所（☎34・4458）

個人事業税の納付

　課税対象者には納税通知書を送付
しますので、納期限までに納めてく
ださい。
▽対象　個人で事業を営む人のう
ち、前年の事業による収入から必要

経費、事業主控除（年 290 万円）
などを差し引いた後に、所得のある
人
▽納期　１期＝８月／２期＝11月
※ただし、税額が１万円以下の場合
の納期は、１期８月です。
▽納付方法　納税通知書を持参し、
最寄りのコンビニエンスストア、金
融機関で納付を。
※個人事業税の納付については、口
座振替が利用できます。
■問中南地域県民局県税部課税第一課
（☎ 32・1131、内線 378）

国際交流パーティーの
ボランティアを募集します
　平成 27年１月 10日（土）の国
際交流ふれあいパーティー開催に向
けて、弘前大学での授業を受けたり、
留学生を含む学生と一緒に、パー
ティーの企画から準備、運営までを
行います。
▽とき　10月２日・９日・16日・
30日、11月６日・13日・27日、
12 月４日・11 日・18 日、平成
27 年１月８日・15 日（いずれも
木曜日）の午後２時 20 分～３時
50 分／ 12 月 13 日、平成 27 年
１月 10日（いずれも土曜日）の日
中（時間は企画の段階で決定）
▽ところ　弘前大学（文京町）総合
教育棟、弘前文化センター（下白銀
町）
▽対象　おおむね５回以上参加でき
る市民＝20人程度
※見学も歓迎します。
▽参加料　無料
▽申込締め切り　９月12日
※日程・会場など変更の場合あり。
■問 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

有 料 広 告 有 料 広 告
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 暮らしのinformation 暮らしのinformation

有 料 広 告 有 料 広 告

 
▽願書受付期間　８月 28日～９月
16日
▽試験日　10月 30日
▽合格発表　12月５日
■問文部科学省生涯学習政策局生涯
学習推進課（☎東京 03・5253・
4111）

自衛官募集

【自衛官候補生】
▽資格　18歳以上 27歳未満の人
▽試験日　男子＝９月 26 日・27
日／女子＝９月29日
▽試験場所（予定）　男子＝弘前駐
屯地（原ヶ平字山中）／女子＝青森
駐屯地（青森市浪館字近野）
【一般曹候補生】
▽資格　18歳以上 27歳未満の人
▽試験日（１次）　９月20日
▽試験場所（予定）　千年交流セン
ター（原ヶ平５丁目）
【航空学生（海・空）】
▽資格　18歳以上 21歳未満の人
▽試験日（１次）　９月23日
▽試験場所（予定）　千年交流セン
ター
～共通事項～
▽受付期間　８月１日～９月９日
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

放送大学 10 月生募集

　テレビなどの放送を利用して授業
を行う放送大学では、現在、平成
26 年度第２学期（10 月入学）の
学生を募集しています。
▽出願期限　８月31日（必着）
※募集要項は無料で配布します。
■問 放送大学青森学習センター
（〒 036・8561、文京町３、コラ
ボ弘大７階、☎38・0500）

※ホームページ（http://www.
ouj.ac.jp）からも資料請求・出願
ができます。

戦没者などの妻へ
特別給付金を支給
▽対象　「第二十二回特別給付金国
債い号」を受給していた人（この国
債を時効により受け取ることができ
なかった人も対象）で、平成 25年
４月１日現在、恩給法による公務扶
助料・特例扶助料または戦傷病者戦
没者遺族等援護法による遺族年金・
遺族給与金などを受給している人
▽支給内容　額面 200 万円、10
年償還の記名国債
▽請求期限　平成 28年６月 13日
※期限を過ぎると手続きができなく
なりますのでご注意を。
■問子育て支援課家庭支援係（☎
40・7039）

くらしとお金の安心相談会

　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　９月３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）
■問消費者信用生活協同組合青森相
談 事 務 所（ ☎ 青 森 017・752・
6755）

「農作業従事者」を募集します

　ＪＡつがる弘前およびＪＡ相馬村
では、無料の職業紹介所を開設し、
りんごの生産作業に係る農作業従事
者（ヘルパー）を募集します。
▽作業期間　９月から 11月の収穫

一日体験ボランティア

▽とき　９月７日（日）、午前９時
～午後３時（午前９時集合、小雨決
行）
▽集合　嶽ペンションワンダーラン
ド（常盤野字黒森）
▽内容　岩木山自然学校が行う防災
対応炊飯学習の体験（嶽きみ収穫、
災害時炊飯実習、防災学習）
▽対象　市民＝10人（先着順）
▽参加料　1,000 円（嶽きみの収
穫代と昼食代として、当日徴収）
▽持ち物　軍手、タオル、長靴、帽
子、飲み物、嶽きみ収穫用の大きい
袋、動きやすい服装
※終了後、温泉に入浴できます。
■問９月１日までに、ボランティア支
援センター（元寺町、市民参画セン
ター内、☎38・5595）へ。

中学校卒業程度認定試験

▽受験資格　次の①～④のいずれか
に該当する人
①現在または過去に就学義務猶予免
除者であり、平成 27年３月 31日
までに満15歳以上になる人
②平成 27 年３月 31 日までに満
15歳以上になる人で、その年度の
終わりまでに中学校を卒業できない
と見込まれるやむを得ない事由があ
ると文部科学大臣が認めた人
③平成 27 年３月 31 日までに満
16歳以上になる人
④日本の国籍を有しない人で、平成
27 年３月 31 日までに満 15 歳以
上になる人
▽試験科目　国語、社会、数学、理
科、外国語（英語）
▽受験案内配布期間　９月 16日ま
で
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●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  178,434人　   （－              85）
　 男　　  81,609人　   （－              57）
　 女　　  96,825人　   （－              28）
・世帯数　 72,752世帯    （＋                      5）
平成 26年７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

　市が行っている、健康づくりのためのさまざまな対策や取り組みについ
て紹介します。
○放送日　８月16日（土）、午前10時 15分～ 10時半
○放送局　青森テレビ（ATV）

「いきいき・健やかなまち　ひろさき」を目指して

お詫びと訂正
　広報ひろさき 8月１日号と同
時に配布しました「こくほ特集
号」の１ページに掲載した「平
成 26 年度の保険料率」の表中、
区分欄の「課題限度額（円）」
とあるのは「賦課限度額（円）」
の誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問国保年金課（☎40・7045）

終了まで
▽作業時間　原則、午前８時～午後
５時（休憩含む。時間外勤務なし）
▽作業内容　葉取り、収穫作業など
▽対象　園地まで通勤可能で、はし
ごでの作業ができる人
▽賃金　園主との話し合いで決定
▽採用方法　面接による選考
■問ＪＡつがる弘前農作業従事者無料
職業紹介所（☎ 82・1052）、ＪＡ
相馬村農作業従事者無料職業紹介所
（☎84・3215）

農作業支援雇用対策事業
（スマイルアップ・ルモデル事業）
　市では、無料職業紹介所（ハロー
ワークなど）を通して新規作業員を
雇用するりんご農家に対し、研修期
間の賃金の一部を補助します。
▽条件　70歳以下の新規作業員
※これまでにこの事業を活用して雇
用した作業員、直接雇用した作業員
は対象になりません。
▽補助対象経費　①摘果／②袋掛け
／③袋はぎ／④葉取り玉回し／⑤収
穫の５作業につき、各５日間の研修
期間分の賃金（交通費は除く）
▽補助金額　２分の１以内（上限は
3,000円／日）
▽用意するもの　領収書（押印のあ
るもの）、作業日誌、紹介状、通帳、
印鑑。また、作業員の住所・生年月
日をお知らせください。
※必要書類はりんご課に用意してい
るので、希望者は連絡を。
■問りんご課（市役所６階、☎ 40・
7105）

若年者と女性のための
資格取得支援事業
　市では、求職中の若年者および女
性を対象とした、介護職員初任者研

修、パソコン（初級・中級）、医療
事務、日商簿記の講習会を開催しま
す。マンツーマン形式（介護研修を
除く）で個人のレベルにあった授業
を行い、早期就労を支援します。
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽対象　①および②に該当する人
①弘前市に住所を有し、失業中で求
職中の女性または 40歳未満の男性
②現在、雇用保険受給中か、ハロー
ワークに登録して、求職活動をして
いる人
▽定員　各科目10人（先着順）
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み手続き　申し込みには、
印鑑・雇用保険受給資格者証または
ハローワークカードの写し、身分証
明書（運転免許証など）の写しが必
要。申込書は商工政策課で配布。
※受講者の選考あり。受講日時は受
講者により異なります。詳しくはお
問い合わせを。
■問商工政策課就労支援係（☎ 35・
1135）

玉掛け技能講習

▽とき　９月17日～ 20日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝日本通運弘
前支店ターミナル（新里字中平岡）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）／②出稼労働者
手帳を所持している18歳以上の人
▽定員　５人（先着順）
▽受 講 料　１万円（テキスト代
1,645円が別途必要）
※クレーン、移動式クレーン、デ
リックの各運転士免許証および床上
操作式クレーン、小型移動式クレー

ンの各技能講習修了証の所持者は
6,760円。
▽申込期間　８月 27日～９月３日
の午前９時～午後５時
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証か出稼労働者手帳、自動車運
転免許証、前記資格所持者は各免許
証または修了証を持参してくださ
い。なお、代理人による申し込みは
できません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎33・5657）

木のある暮らしに
木材利用ポイントプレゼント
　木造住宅や木製品などの購入で、
農林水産物や商品券などと交換でき
る「木材利用ポイント」（木造住宅
建築で最大 30万円分、内装・外装
の木質化で最大30万円分、さらに、
木製家具や薪ストーブなどの購入で
最大 10万円分）がもらえる事業を
実施中です。期限は９月 30日購入
分までです。
　詳しくは、お問い合わせを。
■問木材利用ポイント事務局（☎ナビ
ダイヤル 0570・666・799〈午
前 9時～午後５時〉）
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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
9／7 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
14 山内整形外科（城東４） ☎26・3336
15 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
21 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
23 福士病院（新里） ☎27・1525
28 北都クリニック（相良町）☎32・1335

内　科
9／7 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・207014
21 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
28 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
9／7 一戸眼科医院（富田２） ☎32・3076
21 斎藤耳鼻咽喉科医院（城

東２）
☎26・0033

歯　科
9／7 梅原歯科医院（土手町） ☎32・7330
14 清歯科医院（青山５） ☎37・8020
15 松山歯科医院（富田３） ☎33・2020
21 くどう歯科（茂森町） ☎31・0120
23 やまざき歯科医院（大清

水４）
☎39・6666

28 弘南歯科医院（川先 4） ☎26・0888

ヒロロ健康サークル
～みんなで体を動かそう！～
　日ごろ運動しない人でも、無理な
く参加できるサークルです。一緒に
体を動かしてみませんか。
▽とき　９月２日～ 30日の毎週火
曜日（23 日は除く）、午前 10 時
半～ 11時 50分（受け付けは午前
10時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　健幸増進リーダーによる体
操と健康ワンポイントアドバイス
▽対象　毎週継続して参加できる
40歳以上の市民＝20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、室内用
シューズ、汗ふきタオル、飲み物
▽申し込み方法　午前 10時～午後
7時にヒロロ３階健康ホール受付
（☎35・0157）へ。

健やか子育て相談

▽とき　９月８日（月）の午前 10
時～ 11時 45分（受け付けは午前
10時～ 11時半）
▽ところ　駅前こどもの広場（ヒロ
ロ３階）
▽内容　子育て相談（育児、食事、
歯みがきについて）
※子育てについての講座（看護師に
よる「予防接種のおはなし」）が午
前 10時半～ 10 時 50 分にありま
す。
▽対象　乳幼児をもつ保護者とその
家族
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
※歯の相談を希望する人は、普段
使っている歯ブラシの持参を。

のびのび子ども相談室

▽とき　９月９日（火）
▽受付　午前 10時～ 11時（時間
予約制。相談が終わり次第終了）

▽ところ　弘前市保健センター
▽内容　発達相談（ことばが遅い、
落ち着きがないなど）／子育て相談
▽対象　市民（１歳以上の幼児とそ
の家族）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
▽申込期間　８月26日～９月８日

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。希望する人は事前に電話で申し
込みを。
▽９月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康エリア）＝
19 日・28 日の午前 10 時～午後
３時
〇弘前市保健センター会場＝８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）

65 歳からの
アンチエイジング講座
　テーマは「あなたの骨は大丈夫？
～骨密度測定から骨粗鬆症予防まで
～」です。
▽とき　９月 12 日（金）、午後１
時半～２時半（受け付けは午後１時
～）
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽内容　健幸増進リーダーによる骨
密度測定と医師による講話
▽対象　おおむね 65歳以上の市民
＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽申込期間　9月５日まで

ベビーレッスン

▽とき　９月 21 日（日）、午前の
部＝ 10時～正午、午後の部＝２時
～４時
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール

▽内容　パパとママの育児体験、赤
ちゃんのお風呂実演、マタニティ相
談など
▽対象　開催日現在妊娠 16 週～
31週（５か月～８か月）の人とそ
の家族＝各５組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
▽申込期間　9月１日～17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
■問い合わせ・申込先　弘前市保健センター（野田２丁目、☎37・3750）
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　●できるだけ暑い時間帯を避け、日陰のある場所を選びましょう。
　●気温の変化に合わせて、運動強度を調節しましょう。急激な気温上昇には特に注意が必要です。
　●体が水分を吸収するのには時間がかかるため、小まめに水分補給をしましょう。
　●通気性の良い衣服を選択し、汗をかいたときは着替えましょう。
　●体調が優れないときは、無理せず控えましょう。
　■問い合わせ先　健康づくり推進課（野田2丁目、弘前市保健センター内、☎37・3750）

　普段の生活の中で体を動かしていますか？子どもから高齢者まで、どの世代においても心身の健康づくり
には適度な運動が大切です。自分のペースに合わせて体を動かして、健やかな毎日を送りましょう。

いろいろある！運動の効果

運動習慣のある生活で、すこやかな毎日を

　●体力の保持・増進
　●生活習慣病の予防と改善に
　●骨を丈夫にして骨粗しょう症予防
　●脳を活性化して老化予防

あなたに合った運動は？

日ごろから
何か運動している

移動には車や
公共交通機関を使う

普段の生活で動くことが少
ない（デスクワークなど）

スタート

普段から適度に体を動かし
ていますね。日課にできる
ような運動を見つけ、継続
できるようにしましょう。

Ｃ

その運動は
週に３回以上？

家で運動が続けられそう

家事をする

運動施設や地区の公民館で
行っている運動教室などへ
通ってみませんか。ヨガ・
体操・エアロビクスなど

Ｄ

 

運動習慣が定着しています。運
動内容・量を見直し、効果的な
運動習慣にしましょう。

Ａ

生活の中で活動量を増やして
みましょう。

【おすすめ】
・掃除の回数を増やす
・近所への移動は徒歩にする
・ながら運動を取り入れる（テ
レビを見ながらストレッチな
ど）

Ｂ

　「運動は苦手」「忙しくて時間がない」という人も、自分に合った運動を見つけることで、体を動かす機会を増やす
ことができます。まず、「自己チェック」してみましょう。

いいえ

いいえ

いいえ

は い

いいえ

いいえ

いいえ

は い

は い

は い

は い

は い

　●抵抗力・免疫力アップ
　●寝つきが良くなり、深い睡眠が得られる
　●ストレス解消

熱中症を予防し、安全に運動するために
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だより “津軽”の話題満載

　第１田んぼアートは「富士山と羽衣伝説」、第２田ん
ぼアートは今年でアニメ放送45周年を迎える「サザエ
さん（○長谷川町子美術館）」を描きました。皆さん、
ぜひご来場ください。
▽とき　10月 13日までの
午前９時～午後５時（入場
は午後４時半まで。９月28
日の田舎館展望台〈第１田
んぼアート〉は休み）
※８月 31日までは、午前８時半～午後６時（最終入館
は午後５時半）に時間を延長。
▽ところ　第１田んぼアート＝田舎館村展望台（田舎館
村役場６階）／第２田んぼアート＝弥生の里展望所（道
の駅いなかだて「弥生の里」内）
▽入館料　中学生以上＝200円／小学生＝100円
※未就学児および障がい者（障害者手帳などを提示した
ときのみ）は無料。団体割引はありません。
■問い合わせ先　田舎館村企画観光課商工観光係（☎
58・2111、内線 242、243）

　野外クラフトフェア「クラフト小径（こみち）」を開
催します。りんごがたわわに実った秋のアップルモール
を会場に、日本全国からプロのクラフト作家が集い、お
のおのの作品を展示販売するイベントです。板柳の情報
がつまったりんごの里の“小径”を散策しながら、作家
の皆さんとの交流を楽しんでみませんか。
　ホームページ（http://craftkomichi.wordpress.
com）も随時更新中です。
▽とき　10月４日（土）の午前 10時～午後４時、５
日（日）の午前９時～午後４時
▽ところ　中央アッ
プルモール（板柳町
板柳、板柳町役場近
く）
▽入場料　無料
■問い合わせ先　ク
ラフト小径実行委員
会（ ☎ 携 帯 090・
3405・4672）

10
月
４日・５日 ひらかわフェスタ 2014 地場産品の販売や児童・園児の食育活動の紹介など、地

産地消と食育を推進します
同実行委員会（平川市農林課内、
☎44・1111）

10日～ 13日 津軽民謡短期大学 民謡を愛する多くの人に、伝統ある津軽民謡手踊りを習
得してもらうためのイベントです

黒石観光協会（☎ 52・3488）

12日 りんごの里板柳まるかじ
りウオーク 2014

６㎞・13㎞・24㎞の３コース！りんごもぎ取り体験もで
きます

板柳町教育委員会生涯学習課（☎
72・1800）

17日～ 19日 津軽の食と産業まつり 津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。
野外テント村や催しも多数

同運営協議会事務局（☎ 33・
4111）

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。

７色の稲が織りなす「田んぼアート」 ２ndクラフト小径2014
田舎館村 板柳町

自慢の作品が勢ぞろい

「富士山と羽衣伝説」

c

８
月

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
～ 20日 黒石よされ 日本三大流し踊りの一つ。「エッチャホー」の掛け声で舞

い踊ります
同実行委員会（黒石商工会議所
内、☎ 52・4316）

16日 大川原の火流し 大川原の伝統行事。わら舟に火をつけて中野川を若者た
ちが進みます

黒石市商工観光課（☎52・2111、
内線 407）

17日 ふるさと元気まつり
2014

ねぷた運行・黒石よされなど、黒石の夏祭りが一堂に結集。
打ち上げ花火もあります

黒石青年会議所（☎ 52・3369）

20日 津軽花火大会 夏の夜空に約 4,000 発の花火が打ち上げられ、夏祭りの
フィナーレを飾ります

藤崎町商工会（☎75・2370）

９
月
７日～９日 猿賀神社十五夜大祭 県下獅子踊大会や山の神・里の神・海の神大綱引き合戦

などのさまざまな行事が行われます
猿賀神社（☎ 57・2016）

13日・14日 黒石こみせまつり 津軽三味線やよさこいソーランの披露など、地元ならで
はのイベントが盛りだくさん

同実行委員会（黒石商工会議所
内、☎ 52・4316）

13日～ 15日 あおもり 10市大祭典 in
ひろさき

県内 10 市の祭りや伝統芸能が大集合！Ｂ級グルメ、ス
イーツなど食や物産も販売します

青森県都市共同観光振興特別対
策事業実行委員会事務局支部（市
観光政策課内、☎ 35・1128）

20日・21日 ひろさきりんご収穫祭 りんご公園を会場に、弘前産りんごの出来秋を祝い、さ
まざまなPRイベントを行います

りんご公園まつり事業実行委員
会事務局（☎ 40・7105）

21日 第33回暗門祭 暗門神社の伝統神事のほか、多彩なアトラクションを開催 目屋観光協会（☎ 85・2800）
28日 カルチュアロード 2014 歩行者天国になった土手町通りで、多彩な催しや出店が

盛りだくさん
同実行委員会事務局（☎携帯
090・4314・1751）

28日 第22回稲刈り体験ツアー 田んぼアート「富士山と羽衣伝説」の稲刈り体験ができ
ます

田舎館村企画観光課（☎ 58・
2111）


