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弘前駅あずましろ～ど・
城東口にぎわい創出イベント

　弘前駅など４カ所を会場とし、鉄道を通じた地域の
活性化とふれあいを目的に JR弘前運輸区などを一般
開放します。JRの鉄道車両の展示をはじめ、陸上自
衛隊や消防・救急車両の展示など地域を支える車が大
集合します。また各会場でスタンプを集めると景品を
差し上げますので、ぜひご来場ください。
●とき　　11月 1日（土）、午前10時～午後 3時
●ところ　　あずましろ～ど（弘前駅自由通路）・JR
弘前運輸区・城東口周辺

地域を
ささえる
大集合！車

●その他　駐車場はありませんので、公共交通機関な
どをご利用ください／トイレは弘前駅のトイレをご利
用ください／スタンプラリーは景品がなくなり次第終
了します／都合によりイベント内容が変更になる場合
があります／悪天時は開催を見合わせる場合がありま
す
■問い合わせ先　弘前駅自由通路等にぎわい創出事業
実行委員会（下白銀町、弘前観光コンベンション協会
内、☎35・3131）

　11月９日（日）の午前８時半から午後１時まで、
本庁舎の設備機器点検による停電によりシステムの稼
働ができなくなることから、総合行政窓口（駅前町、
ヒロロ３階）での証明書交付など、取り扱いができな

総合行政窓口（駅前町、ヒロロ３階）での証明書交付などの取り扱い一時停止について

くなります。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。
　なお、当日は午後１時以降はご利用できます。
■問い合わせ先　総合行政窓口（☎31・0260）

【お知らせ】

【イベント内容・位置図】

あずましろ～ど会場
①駅中ミニライブ（津軽三味線、
　オダギリユタカ、高瀬まみ）
② FUNKY STADIUM
　ダンスパフォーマンス
③スタンプラリー

弘南鉄道弘前駅会場
①ラッセル車両展示
②弘南鉄道マスコットキャラクター
　「ラッセル君」登場
③弘南鉄道グッズ販売
④スタンプラリー

JR弘前運輸区会場
①鉄道車両展示（電車・気動車）
②保守用車展示および操作体験、
　レールスター体験乗車
③転車台回し体験
④ミニＳＬ体験乗車
⑤鉄道車両ペーパークラフト作り
⑥ JR東日本鉄道グッズ販売
⑦スタンプラリー

城東口緑地会場
①陸上自衛隊弘前駐屯地車両展示
②炊き出し振る舞い
③警察車両展示
④消防・救急車両、ドクターカー展示
⑤スタンプラリー
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盛りだくさんの
イベント！
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　テーマは「軍師官兵衛」
　三の丸庭園に設けられる菊人形ゾーンの今年のテー
マは、「軍師官兵衛」をイメージ。庭園を借景した豪
華な演出は見応え十分です。そのほか、子どもに人気
の動物をかたどったトピアリー（造形菊）や動物ふれ
あいコーナー、たるを使った遊具などを設置します。

　ちびっ子新幹線を無料運行
　生垣見本園前では、子どもたちに大人気のちびっ子
新幹線を無料で運行します。また、自由広場には動物
ふれあいコーナーや豪華な「菊の五重塔」「菊の岩木
山」を設置し、さまざまなイベントを開催します（左
下表参照）。このほか、市民参加の市民菊花展や、日曜、
祝日には三の丸庭園で、「弘前茶道協会」の協力によ
る抹茶接待を行います（有料）。
▽とき　10月 17 日～ 11 月９日の午前９時～午後
５時
▽ところ　弘前城植物園（弘前公園内）
■問い合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎ 37・
5501）

　桜・紅葉特別ライトアップ
　夜には公園内の紅葉をライトアップして幻想的に演
出します。また今年も桜の紅葉への特別照明を行います。
▽とき　10月 18日～ 11月中旬の日没～午後９時
※10月 17日はプレライトアップを実施。

　観光ボランティア
　弘前観光ボランティアガイドが案内します。追手門
と東門付近に詰め所がありますので気軽にご利用くだ
さい。
▽案内時間　午前９時～午後５時（受付は午後４時ま
で）
▽案内範囲　弘前公園および周辺
▽ガイド料　無料
■問い合わせ先　弘前観光ボランティアガイドの会
（市立観光館内、☎37・5501）

　桜守による古木・名木鑑賞ツアー
　桜守（樹木医）が弘前公園の中にある古木・名木を
紹介し、見所について特別解説します。
▽とき　10月 26日・11月９日の午後１時から
▽ところ　みどりの相談所（弘前公園内）玄関
※弘前城植物園で解散。
▽定員　各40人（先着順）
▽参加料　無料（ただし、弘前城植物園の入園料が必
要）
■問い合わせ先　公園緑地課（☎33・8739）

　弘南鉄道大鰐線の利用者は入園料が無料
　弘南鉄道大鰐線の利用者は、中央弘前駅改札口で発
行される「乗車証明書」を券売所に提出すると、弘前
城植物園、弘前城本丸・北の郭、藤田記念庭園の３施
設が無料（乗車当日に限る）になります。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

　弘南鉄道大鰐線中央弘前駅と JR弘前駅、
　弘前公園を結ぶ無料乗合タクシーを運行
　まつり期間中の土・日曜日、祝日の計９日間、午前
９時から午後５時まで、中央弘前駅を起終点に JR弘
前駅方面と弘前公園方面への無料乗合タクシーを運行
します。ぜひご利用ください。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

　今年も弘前城植物園をメーン会場に「弘前城菊と
紅葉まつり」を開催します。
　皆さんに好評のちびっ子新幹線を運行するほか、
土・日曜日、祝日のコンサートなど盛りだくさん。
秋色の弘前公園に家族みんなでおいでください。

※料金の（　）内は10人以上の団体料金。
　入場券の発売は午後４時半まで。

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上） 310円（250円）

子供（小・中学生） 100円（  80 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。身分を証明できるものを提示してく
ださい。

弘前城菊と紅葉まつり（植物園）入場料

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上） 310円（250円）

子供（小・中学生） 100円（  80 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。身分を証明できるものを提示してく
ださい。

本丸・北の郭　入場料

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上） 510円（460円）

子供（小・中学生） 160円（130円）

共通（植物園と本丸・北の郭）入場料

まつりメーン会場案内図

◎会場はすべて植物園です。
開催日 時間 イベント名

10月17日（金）午前11時半～（開会式終了後）
開会式アトラクション
「大開保育園」鼓笛隊

10月18日（土）午後１時半～ 「桂ゆり」歌謡ショー

10月19日（日）午前11時～ 「小野華那子」アルパミニコンサート
午後１時半～ 「木原たけし」歌謡ショー

10月25日（土）午前10時半～「高杉保育園」和太鼓
午後１時半～ 「木田俊之」歌謡ショー

10月26日（日）午前10時～ お城でYOSAKOI
ゲスト：AOMORI 花嵐桜組午後１時～

11月１日（土）午前10時半～
郷土芸能
（弘前市民俗芸能保存連合会）

午後１時半～ 「HINA」ライブ

11月２日（日）午前11時～ 「工藤正志」ギターコンサート
午後１時半～ 「りんご娘＆アルプスおとめ」LIVE

11月３日（月・
祝）

午前11時～ 「木庭袋靖子」箏演奏
午後１時半～ 「黒石八郎」ショー

11月８日（土）

午前11時～ 津軽手踊り
（弘前石川流やまぶき会）

午後１時半～
高瀬まみ＆オダギリユタカ
☆２人の歌謡笑（かようしょう）☆
「紅葉見に行こうようコンサート」

11月９日（日）
午前11時～ 「エルヴィス・トキ」ライブ

午後２時半～ 「FUNKY STADIUM」
ストリートダンスショー

10月20日～11
月７日の平日 午後１時半～ 「和三絃會」津軽三味線ライブ

※屋外ステージのため、悪天候などで変更・中止になる場合が
あります。

イベントスケジュール

　「りんご」にちなんだクイズラリー

　「りんご」をテーマにしたクイズを解きながら、植
物園内を散策するクイズラリーを実施します。完走者
先着１万人に、記念品をプレゼントするほか、さらに
抽選で、ホテル宿泊券やりんご関連の賞品をプレゼン
トします。

　アップルパイ食べ比べ

　喫茶コーナーで、アップル
パイの食べ比べプレートとコー
ヒーのセットメニューを提供し
ます。（有料）

まだまだ
あるよ！

　　　テ　

　　　ち　

　桜　　　　　

　観　　　　　

桜

弘

　弘　　　　
弘

　重要文化財
　「弘前城二の丸辰巳櫓」公開
　普段は公開していない辰巳櫓（やぐら）を特別
公開します。この機会に入場・内部見学して、文
化財建造物を身近に感じてみませんか。
▽とき　11月２日・３日の午前10時～午後３時
▽ところ　弘前城二の丸辰巳櫓

▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽注意事項　櫓内部（３層） は階段が大変急です
ので、動きやすい服装・履物でおいでください。
また、見学者の安全確保と文化財保護のため、入
場を待ってもらう場合があります。
▽問い合わせ先　公園緑地課（☎33・8739）

盛りだくさんの
イベント！

弘
前
城

弘
前
城

菊
と
紅
葉
ま
つ
り

会
期
：

会
期
：
1010
月月
1717
日
〜
日
〜
1111
月
９
日

月
９
日



4 5ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１４.１０.１５

　弘前市地図情報システム「ひろさき便利まっぷ」の
サービスが始まりました。
☆「ひろさき便利まっぷ」とは
　市の公共施設などの地理情報を電子地図上（国土地
理院地図・地形図・航空写真）に公開するシステムで
インターネット（パソコン・スマートフォンなど）か
ら利用できます。
　公開する地理情報は公共施設のほか、児童館・児童
センター・放課後児童クラブなどの子育て・教育施設
の位置情報、避難施設や洪水被害予測図などの安全・
安心情報、観光・文化施設の位置情報、都市計画情報
などで、今後もさまざまな位置情報を公開していく予
定です。
　公共施設などの検索や地図の印刷ができるほか、地
図上への簡単な作図や距離・面積の計測などができま
す。
※作図や計測はパソコンでのみできます。
☆利用方法は
①市ホームページ（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/）にある「ひろさき便利まっぷ」をクリッ
ク。
②システム画面が表示されますので、利用規約を確認
してください。各地図には著作権があります。利用規
約を確認し同意の上、ご利用ください。
③詳しい操作内容は「ヘルプ」をご覧ください。
※地図情報はあくまでも参考であり、対外的な法的効
力を持つものではありませんのでご注意ください。

降雹（ひょう）被害を受けた皆さんへ

　降雹（ひょう）による被害を受けた人を対象に市税
等の減免や徴収猶予の申請を受け付けています。対象
となるのは下表の市税等ですので、希望する人はお早

めにご相談ください。なお、減免については調査など
により決定されます。詳しくは各担当課へお問い合わ
せください。

市政情報
Town Information

 

弘前市地図情報システム「ひろさき便利まっぷ」市内の地図情報
が見れます！

なります。なお、本年度か
ら３世代同居を促進するた
め、事業完了後新たに３世
代で同居する人は、優遇措
置として抽選を免除します。
○先着順ではありませんの
で、事業の計画に合わせて、
必要書類などの準備が整い次第申請してください。
○新築・購入・リフォームすべてについて、交付申請
後に着手し、平成 27年２月 28日までに完了する工
事が対象となります。さらに新築の場合は 11月 30
日までに着工することが条件となりますので、ご注意
ください。
■問い合わせ・申請先　子育て支援課子育て戦略担当
（市役所１階、窓口105、☎ 40・7038）

　本事業は、子育て家庭が子育てしやすい環境をつく
るために住宅を新築・購入またはリフォームする場合
に、掛かる経費の一部を補助するものです。
　本年度は 11月 20日まで交付申請を受け付けます
ので、これから住宅の新築・購入・リフォームを予定
している人で、利用を希望する人は申請してください。
▽補助率・補助金額　下表のとおり
▽受付期間　11月 20 日まで
▽受付時間　午前８時半～午後５時（土・日曜日、祝
日を除く。ただし、11月15日・16日は受け付けます）
▽申請書類など　子育て支援課、各総合支所、各出張
所に配置しているほか、市ホームページにも掲載して
います。詳しくはお問い合わせください。
▽注意事項　
○交付申請の合計金額が予算額を超えた場合は抽選と

事業区分 枠の区分 補助金額

新築・購入 一般枠 補助対象経費× 2％（上限20万円）
３世代枠 補助対象経費× 3％（上限30万円）

リフォーム 一般枠 補助対象経費×10％（上限10万円）
３世代枠 補助対象経費×15％（上限15万円）

子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業11 月 20 日まで
に申請を

※３世代枠とは…祖父母の協力を得ながら子育
てをすることができる環境をつくるため、３世
代で同居（またはおおむね１㎞以内に近居）する
場合に該当します。ただし、すでに同居（近居）し
ている場合は一般枠となります。

市税等の減免・徴収猶予 申請申請期限期限 申請場所 問い合わせ先
市県民税の減免 各納期限の７日前 市民税課市民税第二・第三係 ☎40・7025、40・7026
介護保険料の減免 各納期限の前日 介護福祉課介護保険料係 ☎40・7049
国民健康保険料の減免 各納期限の７日前 国保年金課国保保険料係 ☎40・7045
上記の徴収猶予 随　時 収納課収納第一・第二係 ☎40・7032、40・7033
後期高齢者医療保険料の
減免・徴収猶予 各納期限の７日前 国保年金課後期高齢者医療係 ☎40・7046

臨時給付金の申請期限を延長します11 月 17 日まで
延長！

　臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金につい
て 10 月 22 日までとしていた申請期限を 11 月 17
日まで延長します。まだ申請書を提出していない人で
受給を希望する場合は、申請期限内に忘れずに申請す
るようお願いします。
　また、申請書などが届いていない人の中には、平
成25年度中の収入申告が行われていないもしくは児
童の扶養を申告していないことから支給要件を満たし

ているか確認できないため、申請書などを送付してい
ない場合があります。その場合は、支給要件を満たし
ていることを確認した後に申請書などを送付しますの
で、早めの収入申告をお願いします。
　なお、自分で対象と思われるが申請書などが届いて
いない人については状況を確認しますので、ご連絡く
ださい。
■問い合わせ先　臨時給付金対策室（☎40・7120）

 
市長と気軽に話し
ませんか 市長車座ミーティング

希望する人は
早めの相談を ～市税等の減免・徴収猶予について～

シ
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面
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■問い合わせ先　情報システム課（☎35・1133）

　市民の皆さんのご意見・ご提案を市政に反映させる
広聴事業の一環として実施する「市長車座ミーティン
グ」の開催団体を募集します。
　さまざまなテーマで、ざっくばらんに市長と話がで
きる絶好の機会です。奮ってお申し込みください。
▽とき　第７回＝12月 17日／第８回＝平成27年
１月20日／第９回＝２月18日／第10回＝３月19
日（時間はいずれも午後２時～３時）
▽対象　市内に在住、在勤または在学するおおむね５

人～ 15 人で構成
された団体（営利
目的、宗教・思想・
政治活動などの目
的で開催しようと
する団体は除く）
▽申し込み方法　
開催希望申込書に、

テーマや開催場所など所定の事項を記入の上、各開催
日の１カ月前までに広聴広報課（市役所３階、窓口
308）へ持参するか、郵送またはファクスで申し込ん
でください。
※開催希望申込書は、広聴広報課に備え付けてあるほ
か、市ホームページからもダウンロードできます。
▽その他　申込団体が複数の場合は、抽選により決定
します／会場の準備および費用負担は開催団体が行っ
てください／開催結果の概要は、写真を添えて市の
ホームページで公表します
※ミーティングの様子はインターネット上で動画配信
されることがあります。なお、今後実施予定のミーティ
ングは、平日夜間・休日の実施が可能な場合もありま
すので、実施を希望する団体はご連絡ください。
■問い合わせ・申込先　広聴広報課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1194、ファクス
35・0080）
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☎兼■ＦＦ 39・3281、■ＥＥ hosoya@
cc.hirosaki-u.ac.jp）

弘前市生きがいセンター
作品展
　弘前市生きがいセンターが行って
いる「生きがい教室」（クレヨン画・
書道）の受講者および「サークル活
動」（水墨画・絵手紙・折り紙など）
参加者の作品展を開催します。
▽とき　10 月 22 日～ 24 日の午
前 10時～午後５時（初日は正午か
ら、最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階美術展示室
■問問弘前市生きがいセンター（☎
38・0848、月曜日と祝日の翌日
は休館日）

子どもの夢を育（はぐく）む
体験プログラム
～弘前大学総合文化祭へ行ってみよ
う！～
▽とき　10 月 25 日（土）、午前
10時～正午（午前９時 50分に弘
大正門前に集合）
▽ところ　弘前大学（文京町）
▽内容　ひろだいサイエンスパーク
探検、あそびのＴＵＢＯ体験、よさ
こい観覧など
▽対象　市内の小学生とその家族＝
15組（先着順）
▽参加料　無料
■問問 10 月 24日までに、ひろさきア
フタースクール事務局（あんよ・

せらぴー共育研究会内、境さん、
☎ 携 帯 090・1935・5527、 ■ＥＥ
anyotherapy@yahoo.co.jp）へ。
※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。

弥生いこいのHalloween

　スタッフが魔女などに仮装してイ
ベントを盛り上げます。
▽とき　10 月 25 日・26 日の午
前９時～午後４時半（雨天決行）
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽内容　カボチャのランタン作り
（数量限定）、特大カボチャの重さ当
てクイズなど
※有料イベントもあり。詳しくは問
い合わせを。
■問問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

旧笹森家住宅秋季イベント

「弘前の歴史と音色」
　弘前市仲町伝統的建造物群保存地
区内で最古の武家住宅である「旧笹
森家住宅」で、尺八や箏（こと）の
演奏会を開催します。
▽日程と内容
10 月 25 日～ 26 日、午前の部＝
10時～ 11 時、午後の部＝１時半
～２時半…平尾鶴朋さん（青森県無
形民俗文化財根笹派大音笹流錦風流
尺八技芸保持者）による琵琶と弘前
藩伝承尺八の演奏

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
「Ｄ．さ．イラスト展」
▽とき　10 月 17 日～ 25 日、午
前９時～午後４時（最終日は午後３
時まで、21日は休み）
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽観覧料　無料
■問問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

第39回弘前大学
経済学会大会
▽とき　10月 24日（金）
　　　　午後２時～５時40分
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
▽内容　講演「青森県経済の現状に
ついて（仮）」…講師・山口智之さ
ん（日本銀行青森支店長）／研究発
表（１）「景況パネルによる企業の
予想形成の分析」…栗原由紀子さん
（弘前大学人文学部講師）／研究発
表（２）「ベトナムにおける農村金
融の仕組み：北部紅河デルタの事例
研究」…秋葉まり子さん（弘前大学
教育学部教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前大学人文学部（細矢さん、

／ 11 月１日～２日、午前の部＝
10時～ 11 時、午後の部＝１時半
～２時半／木庭袋靖子さん（生田流
正派邦楽会大師範・音楽文化創造生
涯学習音楽指導員）による箏の演奏
▽ところ　旧笹森家住宅（若党町）
▽観覧料　無料
※事前の申し込みは不要。席に限り
があるため、観覧者が多い場合は立
ち見となる場合もあります。駐車場
はありませんので、公共交通機関な
どをご利用ください。
■問問文化財課（☎82・1642）

青森県がん患者
支え合いフォーラム
▽とき　10月 25日（土）
　　　　午前11時～午後 4時
▽ところ　弘前大学医学部（本町）
コミュニケーションセンター
▽内容　講演「患者と医師のコミュ
ニケーション」…講師・髙嶋一敏さ
ん（弘前メディカルセンター院長）
／がん診療連携拠点病院の紹介／が
ん患者団体の活動報告／がんに関す
るミニ相談会ほか
▽定員　120人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問青森県がん・生活習慣病対策課が
ん対策推進グループ（☎青森017・
734・9216、 ■ＦＦ 017・734・
8045、 ■ＥＥ gan-seikatsu@pref.
aomori.lg.jp）

模擬裁判員裁判・裁判員制度
シンポジウム
▽日程と内容　
○模擬裁判員裁判＝ 10 月 26 日、
午後１時～４時…学生が中心となっ
て作成したシナリオを上演。当日来
場した人の中から裁判員を募ります
○シンポジウム＝ 11月１日、午後
２時～５時半…テーマ「青森県の裁
判員裁判－これまでの５年間を振り
返る」
～共通事項～
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
▽参加料　無料

▽その他　裁判員経験者でインタ
ビューに協力できる人やシンポジウ
ムに参加してくれる人を募集してい
ます。詳しくは問い合わせを。
■問問弘前大学人文学部（平野さん、　
☎兼■ＦＦ 39・3199、■ＥＥ k-hirano@
cc.hirosaki-u.ac.jp）

青森県立美術館映画上映会

「特集・高倉健」
▽日程と内容　10 月 25 日・26
日…「海峡」、「単騎、千里を走る。」
▽ところ　青森県立美術館シアター
（青森市安田字近野、青森県立美術
館内）
▽前売券（１作品）　一般＝ 1,000
（1,200）円、学生＝500（700）円、
60歳以上＝ 800（1,000）円
※（ ）内は当日料金。10人以上で
団体割引もあります。
▽前売券販売所　まちなか情報セン
ター、ローソンチケットほか
■問問青森県立美術館パフォーミング
アーツ推進実行委員会事務局（☎青
森017・783・5243）

鷹ヶ丘老人福祉センター作品展

▽とき　10 月 27 日～ 29 日の午
前 10時～午後５時（初日は正午か
ら、最終日は午後４時まで）
▽ところ　百石町展示館第１～３展
示室
▽内容　「生きがい教室」（絵画・俳
句・短歌・書道）の作品展示
■問問鷹ヶ丘老人福祉センター（☎
32・7260）

第40回記念「音楽展」

　青森県作曲家協会会員による新曲
発表会です。今年は 40回目を記念
して特別企画も用意しています。
▽とき　11 月１日（土）、午後 5
時開演（4時半開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料　一般＝ 1,500 円、中学・
高校生＝ 500 円
※小学生以下は無料。
▽チケット販売所　紀伊國屋書店弘

前店、デネガ企画、煉瓦亭（喫茶）、
平山萬年堂
■問問青森県作曲家協会（髙橋さん、☎
携帯090・3368・9501）

ヒロロスクエアコミュニケー
ションゾーンの催し
【ブックトーク・当事者主権「自分
のことは自分が決める」】
　「当事者運動」についての講演を
開催します。
▽とき　11 月２日（日）、午後１
時半～３時半（受け付けは午後１時
から）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）４階市
民文化交流館ホール
▽講師　上野千鶴子さん（ＷＡＮ理
事長）
▽対象　市民＝150人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問青森県男女共同参画研究所（田
中 さ ん、 ☎ 携 帯 090・2606・
7018）、ヒロロスクエアコミュニ
ケーションゾーン運営協議会事務
局（ヒロロスクエア活性化室内、☎
35・0186〈平日の午前８時半～
午後５時〉）

ほいくプラザ

　普段から保育園で行われている保
育（あそび～まなび）を基本に６つ
のコーナーを用意し、親子で一緒に
楽しめる催しです。
▽とき　11月２日（日）　
　　　　午前10時～午後２時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　ワークショップ…手作り
コーナー／あそびのひろば…読み聞
かせ・シアター・リズムあそび・運
動あそび・あそびのコーナー
※たか丸くんも来ます。
▽対象　保護者・児童・
市内保育関係者
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前市保育研究会ほいくプラザ実
行委員会事務局（真土保育園内、鈴
木さん、☎82・5468）

　市では、弘前城本丸東側石垣修理
に伴い、天守の北側 700㎡の範囲
における発掘調査を、平成 25年度
から実施しています。
　調査２年目となる今年度は、６月
16日から作業を再開しました。そ
の結果、慶長 16 年（1611）弘前
城築城時の本丸東側における法面
形成や、元禄７～ 12年（1694 ～

99）に行われた石垣築造の様相、
明治・大正時代の石垣修理の範囲な
どが徐々に明らかになってきまし
た。
　この度、下記の日程で発掘現場を
公開し、調査成果について説明しま
す。多くの皆さんの参加をお待ちし
ています。
▽とき　10 月 26 日（日）、午前
10時から（１時間半程度）
▽集合場所　弘前公園二の丸下乗橋
前
▽参加料　無料 発掘作業風景（９月上旬の様子）

※駐車場はありませんので、近くの
有料駐車場や公共交通機関などをご
利用下さい。
■問問弘前城整備活用推進室（緑の相談
所内、☎33・8739）

　   暮らしの
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弘前城本丸発掘調査
現地説明会
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町）３階グループ活動室
▽内容　「親子でヨーガ、みんなで
ヨーガ」
▽講師　下山明子さん（ヨーガイン
ストラクター、認定ヨーガ療法士）
▽対象　小学校６年生までの子ども
とその保護者
▽参加料　無料
▽持ち物　運動のできる服装
■問問 10 月 24日までに、市民参画セ
ンター子育てサポートシステム「さ
んかくネット」（☎31・2501）へ。

表千家流チャリティー茶会

▽とき　11月２日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　まちなか情報センター
（土手町）
▽茶券　300円
※売り上げはすべて、市社会福祉協
議会へ寄付します。
■問問表千家流弘前地区教授者会（山谷
さん、☎88・2693）

文化センターフェスティバル

　弘前文化センター（下白銀町）で
活動しているグループの皆さんが発
表会や作品展示、体験コーナーを通
して、日ごろの活動成果を発表しま
す。
▽とき　11月８日～ 10日
▽ところ　弘前文化センター

▽入場料　無料
※おおむね３歳以上の子どもの託児
室（有料）を用意しています。詳し
くは問い合わせを。
■問問中央公民館（弘前文化センター内、
☎33・6561、火曜日は休み）

シンフォニー「成年後見制
度を考える会」施設見学会
【家庭裁判所を見に行こう！】
▽とき　11月 10日（月）
　　　　午後１時半～３時半
▽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。
受け付け後に徒歩で青森家庭裁判所
弘前支部（下白銀町）に移動します。
※出発に遅れた人は参加できません
のでご注意を。
▽内容　成年後見制度の説明と法廷
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）

The津軽三味線2014　冬

　津軽三味線の音色が流れる街・弘
前で「The 津軽三味線 2014　冬」
を開催します。
　津軽三味線 300 人大合奏をメー
ンに繰り広げられる魅力満載のス
テージは、民謡や手踊りを織り込み、
津軽三味線本来の姿を追求する本場
ならではの迫力と感動を体験できる
イベントです。本場の醍醐味（だい
ごみ）を心ゆくまでお楽しみくださ
い。
▽とき　12月 13日（土）、昼の部
＝午後２時から／夜の部＝午後５時
半から
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽入場料（全席指定） 　昼・夜の
部ともにＳ席＝ 2,000 円、Ａ席＝
1,500円
▽チケット販売所　JR東日本びゅ
うプラザ、ヒロロ、イトーヨーカドー
弘前店、さくら野百貨店弘前店、弘
前中三、メディアイン城東店・樹木
店、市立観光館、まちなか情報セン
ター、弘前商工会議所

秋の読書週間2014
「めくる　めぐる　本の世界」
　秋の読書週間に合わせて、さまざ
まな催しを行います。
▽とき　10月 27日～ 11月９日
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）閲覧室
▽内容　
○えほんのすきなこ大集合！…絵本
の紹介
○『お菓子の家』で記念撮影（撮影
機器は各自で用意を）
【えほんのもりのおはなしかい
（秋スペシャル）】
▽とき　10 月 26 日、午前の部＝
10時半～ 11 時、午後の部＝２時
～２時半
▽ところ　健康ホール（ヒロロ３階）
▽演目　ヘンゼルとグレーテル、カ
ラーパネルシアターあきのうたなど
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問こども絵本の森（☎35・0155）

さんかくネットつどいの広場

　子育て情報を共有する場として開
催します。
▽とき　11月８日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　市民参画センター（元寺

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111
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■問問 The 津軽三味線実行委員会（弘
前商工会議所内、☎33・4111）

弘前学生お笑いライブ inヒロロ
参加者募集中！！
　弘前市内の中学生・高校生なら、
どなたでも参加できますので、ぜひ
気軽に参加ください。本番のライブ
まで、弘前大学お笑いサークルＷＰ
Ｓ所属の学生がサポートします。
※平成 26年度「学都弘前」学生地
域活動支援事業費補助金対象事業。
▽とき　１月 18（日）、午後２時
～４時（予定）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　漫才、コント、一発芸など
▽その他　事前に２回程度のリハー
サルを予定しています。
■問問弘前大学お笑いサークルＷＰＳ
（■ＥＥ owarraiwps@
live.jp、■ＨＨ http://
owara iwpshp .
web.fc2.com/）

初心者・中級者
バドミントン教室
▽とき　11 月１日～ 22 日の毎週
土曜日、午前９時半～11時半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽対象　初心者または中級者の女性
＝25人（先着順）
▽参加料　１回 200 円（シャトル
代として）
※各自傷害保険に加入を。
▽持ち物　シューズ、タオルなど（ラ
ケットは貸し出します）
※事前の申し込みが必要。
■問問弘前市レディースバドミントン連
盟（佐藤さん、☎兼■ＦＦ 34・7462）へ。

精神保健福祉
ボランティア講座
▽とき　① 10 月 23 日、② 10 月
30日、午前 10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　①講話「精神しょうがいに

ついて」…講師・盛由美子さん（日
本精神科看護協会青森県支部事務局
長）ほか３講話／②講話「身近にで
きること、活動の紹介」…講師・つ
がる市精神保健福祉ボランティア
「エールの会」ほか１講話、フリー
トーキング
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。できるだ
け２日間の参加を。
■問問精神保健福祉ボランティアリボ
ンの会（鳴海さん、☎携帯 090・
7933・2411、 ■ＥＥ heartstation_
narumi@yahoo.co.jp）

「骨と関節の日」市民公開講座

　日本整形外科学会では 10月８日
を「骨と関節の日」と定め、骨と関
節に関する公開講座を開催します。
▽とき　10月 25日（土）
　　　　午後３時～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　講演「ロコモティブシンド
ロームと背ぼねの病気」…講師・和
田簡一郎さん（弘前大学医学部付属
病院リハビリテーション部）、座長・
工藤悟さん（工藤さとる整形外科ク
リニック院長）／関節に関する健康
相談
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問工藤さとる整形外科クリニック
（☎59・0345）

弘前大学公開講座

▽とき　10月 26日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前大学農学生命科学部
（文京町）３階302講義室
▽テーマ　「岩木川の水環境を学
ぶ！」
▽内容　「世界自然遺産白神山地が
岩木川に果たす役割は？」…講師・
工藤明さん（農学生命科学部教授）
／「川の生態系を保全するための魚
道を知っていますか？」…講師・泉
完さん（同教授）
▽対象　市民
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前大学農学生命科学部地域連携

 教室・講座
 

推進室（☎39・3758）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

プロが教えるかんたん楽しい
秋のエコクッキング教室
▽とき　11月１日（土）　
　　　　午前９時半～午後０時半
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽内容　たっぷり野菜の味噌汁、肉
詰めピーマンのトマト煮など全５品
▽講師　福士るみ子さん（サロン・
ド・胡桃）
▽参加料　無料
▽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、お椀、
平らな大皿、深めの小皿、はし、ス
プーン、お米一人当たり0.5 合（必
要に応じて飲み物など持参を）
▽受け付け開始　10月 18日（土）、
午前９時から
※前回のエコクッキング教室に参加
した人は 10月 25日より定員に空
きがある場合にのみ受け付けます。
■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
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。

市民公開講座

　弘前市医師会では本年度、弘前地
区在宅医療支援センターそよかぜを
開設し、その事業の一環として在宅
医療の講演会を行います。
▽とき　11 月８日（土）、午後３
時半～５時（午後３時開場）
▽ところ　弘前中三（土手町）８階
ホールスペースアストロ
▽内容　講演「在宅医療のことご
存じですか？～病気をしても住み
なれた家で、地域で暮らしたい…」
…講師・佐藤淳さん（佐藤内科小児
科取上医院院長）、土岐浩一郎さん
（弘前温 園園長）、佐藤ゆきゑさん
（訪問介護ステーションことぶき所
長）
▽対象　市民
▽参加料　無料
■問問弘前地区在宅医療支援センターそ
よかぜ（境さん、☎32・2371）

　スティールパンの小型版を製作
し、演奏の練習をして、コンサート
で演奏してみましょう。
▽日程と内容　楽器製作＝ 11 月
15日の午前９時～午後５時／調律・
演奏練習＝ 11月 16日の午前９時
～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホールほか
▽講師　冨田晃さん（弘前大学教
育学部准教授）、山口悦朗さん（ス
ティールパン製作家）、弘前大学ス
ティールパン部「hsb」
▽対象　小学校４年生以上＝ 15人
（先着順、小学生は保護者同伴で）

▽参加料　1,000円（材料費として）
▽申し込み方法　電話、ファクスま
たはＥメール（住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、11月８日ま
でに中央公民館へ。
▽その他　11 月 16 日の午後５時
から、参加者も交じってコンサート
を予定しています。
■問問中央公民館（下白銀町、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）

スティールパン・ワークショップ
～つくって、たたきます。～
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の詳細については、後日市ホーム
ページに掲載します。
■問問財産管理課（☎40・7111）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【メール講座】
▽とき　11 月６日・13 日の午前
10時～午後３時（２日間１セット）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　メールの利用方法など
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　10 月 19 日から
（受付時間は午前８時半～午後５時）
■問問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　① 11月８日、午後
１時～２時＝社会学をのぞいてみよ
う！２～人間関係を科学する～／②
11月 16 日、午前９時半～午後１
時＝「おいしい津軽のおかず」を作
りましょう（５）／③11月 16日、
午前10時～11時半＝保育講座Ⅲ．
親子で楽しむ音遊びとスキンシップ
▽ところ　①②＝東北女子短期大学
（上瓦ケ町）／③＝ヒロロ（駅前町）
３階多世代交流室２
▽対象　①高校生以上＝ 20人／②
高校生以上＝ 30人／③親子＝ 20
組
▽受講料　①③＝無料／②＝ 300
円（食材料費として）
■問問ホームページ、はがき、Ｅメー
ル、電話またはファクス（住所、氏
名、電話番号、希望講座名を記入）
で、東北女子短期大学公開講座係
（〒 036・8503、上瓦ケ町 25、
☎ 32・6151、 ■ＦＦ 32・6153、
■ＥＥ tibunken@toutan.ac.jp ■ＨＨ
http://www.toutan.ac.jp/）へ。

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　① 11月８日（土）、
午前 10 時 20 分～ 11 時 20 分＝
「青森県産食品成分が消化管機能に

及ぼす効果～おなかの調子を整える
成分とは？～」、②11月29日（土）、
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♪～」
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）　
▽対象　①市民／②食育に関心のあ
る親子または市民＝40人
※事前の申し込みが必要。応募者多
数の場合は抽選で決定。
▽受講料　①＝無料／②＝１組
500円
■問問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■ＨＨ http://www.tojo.
ac.jp）
※②の講座については、電話（☎
27・2345）か弘前丸魚ホーム
ペ ー ジ（http://www.hmaruuo.
co.jp）から申し込みください。

青森県薬剤師会学術大会
特別講演（市民公開講座）
▽とき　11月９日（日）、午前 10
時 10分～ 11時 25分
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）３階麗峰の間
▽テーマ　「短命県返上～薬剤師の
使命　新たな展望～」
▽内容　講演「青森県民の健康寿命
について」…講師・中路重之さん（弘
前大学大学院医学研究科長・医学部
長）
※講演のほか、ブースを設置し、日
ごろの薬剤師の活動を紹介します
（午前中）
▽対象　市民
▽参加料　無料
■問問青森県薬剤師会弘前支部（☎
32・6205）

市民太極拳教室

▽とき　11 月７日～ 12 月 12 日
の毎週金曜日、午後１時～３時
▽ところ　笹森記念体育館（下白銀
町）武道場
▽内容　24 式太極拳の基本、スト
レッチなど
▽参加料　600 円（保険料などと
して）
▽持ち物　運動できる服装、室内用
シューズ、汗ふきタオル、筆記用具、
飲み物

弘前大学人文学部
国際公開講座
【2014「日本を知り、世界を知る」
アジアの文化・歴史〈再発見〉－津
軽・日本そして中国－】
▽とき　11月３日（月・祝）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　弘前大学 50周年記念会
館（文京町）２階岩木ホール
▽内容　①「津軽の仏教文化－弘前
市立博物館展示『久祥院殿写経』（隣
松寺蔵）をめぐって－」…渡辺麻里
子さん（弘前大学人文学部教授）／
②「津軽の気づきにくい方言－こと
ばの受容と変容－」…川瀬卓さん（同
講師）／③「雲南－中国南辺から見
る世界－」…荷見守義さん（同教授）
／④「中国の詩跡巡礼－名詩誕生の
聖地、寒山寺（楓橋）・華清宮・桃
花潭など－」…植木久行さん（同教
授）／⑤特別講演「過去・現在を想
像する源義経伝説－青森・北海道に
おける生存説の展開と意味－」…マ
シュー・トンプソンさん（上智大学
准教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要、入退場自
由。
■問問弘前大学地域未来創生センター
（渡辺さん、☎ 39・3198、平日
の午前 10時 15分～午後３時、■ＨＨ
irrc@cc.hirosaki-u.ac.jp）

ファシリティマネジメント
市民セミナー
　公共施設の老朽化による維持管理
費の増大や、人口減少による遊休施
設の増加など、公共施設をとりまく
さまざまな問題について、市の現状
や取り組みをお知らせします。
▽とき　11月 7日（金）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　講演「ファシリティマネジ
メントってなぁに？～公共施設の有
効活用について～」／パネルディス
カッション「市民に愛され親しまれ
る公共施設を次世代に継ぐために～
弘前らしさとは何か～」
▽対象　市民＝120人
※事前の申し込みは不要。セミナー

▽申し込み　当日会場で受け付け
■問問弘前市武術太極拳連盟（鹿内さん、
☎28・2548）

プールで体力づくり教室

▽とき　11 月７日～ 12 月 19 日
の毎週金曜日、午後１時～２時（11
月 14日は休み）
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水中での体操、ウオーミン
グアップを兼ねた水中ウオーキン
グ・ストレッチ、簡単な筋力トレー
ニング、ゲームなど
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
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、10月 28日（必着）
までに、河西体育センター（〒036・
8316、石渡１丁目19の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

文化グループ講習会

【古典を読む会一般講習会】
　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「古典
を読む会」では、一般向けの講習会
を開催します。
▽とき　11月９日（日）
　　　　午後１時半～２時半
▽ところ　弘前文化センター３階視
聴覚室
▽内容　古典（「和泉式部集」の音読）
▽講師　畠山篤さん（弘前学院大学
教授）
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　無料
■問問 10 月 31日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

ゆったりヨガ
＆ストレッチ教室
▽とき　11 月 11 日・18 日・25
日の午後７時～９時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十

石町）
▽内容　初心者向けのゆったりヨガ
に、ストレッチも取り入れた楽しい
教室です。
▽対象　市内に勤務か居住のおおむ
ね 35歳までの働く青少年＝ 15人
（先着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
バスタオル、運動のできる服装
■問問 11 月８日までに、勤労青少年
ホーム（☎34・4361）へ。

気軽にスポーツ体験教室

▽とき　11月 11日
～ 12 月 16 日の毎
週火曜日、午前 10
時半～正午（11 月
25日を除く）
▽ところ　金属町体
育センター（金属町）
▽内容　ストレッチ体操、ラケット
テニス、ソフトバレーなどの軽ス
ポーツの簡単なルール説明とゲーム
▽対象　市民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・
教室名を記入し、10 月 30 日まで
に金属町体育センター（〒 036・
8245、金属町１の９）へ。
※夫婦や友人同士ははがき１枚で応
募可。応募多数の場合は抽選で決定
します。
■問問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

ストレッチ体験教室

▽とき　11 月 11 日～ 12 月２日
の毎週火曜日、午前９時半～ 10時
半
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）健康ルーム
▽内容　タオル・ミニバランスボー
ルを使ったストレッチ体操
▽対象　市民＝10人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、

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、10月 31日（必着）
までに、温水プール石川（〒036・
8123、小金崎字村元125）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。
■問問温水プール石川（☎49・7081）

～新人さんのための～
即戦力になるための意識講座
　社会人に不可欠なビジネスマナー
や仕事に対する意識、仕事の進め方
などを学びます。
▽とき　11月 12日（水）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　ホテルニューキャッスル
弘前（上鞘師町）
▽対象　平成 26年入社の新入社員
またはそれに準ずる人＝30人
▽参加料　無料
■問問あおもり中小企業人材支援セン
ター（☎青森 017・763・5522、
■ＦＦ 017・763・5523）

かけっこ教室

▽とき　11月 12
日 ～ 12 月 12 日
の毎週水・金曜日、
午後４時半～５時
半
▽ところ　河西体
育センター（石渡１丁目）
▽内容　走る・跳ぶ・ける・投げる
などの全身運動、ラダー、ミニハー
ドルを使って足を動かすトレーニン
グ
▽対象　小学校１年生～３年生＝
20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
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、10月 28日（必着）
までに、河西体育センター（〒036・
8316、石渡１丁目19の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問問 河西体育センター（☎ 38・
3200）
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①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する
②寝具、衣類およびカーテンからの
火災を防ぐために、防炎品を使用す
る
③火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置する
④お年寄りや身体の不自由な人を守
るために、隣近所の協力体制をつく
る
■問問消防本部予防課（☎32・5104）
または最寄りの消防署・分署へ。

困ったら一人で
悩まず行政相談
　10 月 20 日～ 26 日は「行政相
談週間」です。この期間、行政相談
委員が「特設行政相談所」を開設し
ますので、お気軽にご相談を。相談
は無料で、秘密は厳守します。
▽とき　10月 20日～ 26日
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　年金、保険、登記、福祉な
ど役所の仕事について分からないこ
とや困りごとなど
■問問 市民生活センター（☎ 33・
5830）、総務省青森行政評価事務
所行政相談課（☎青森017・734・
3354）

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～　
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、10月をパトロール強化月間と
し、全国一斉パトロールを実施しま
す。
　当市でも、建設リサイクル法が適
正に遵守されているか、関係機関と
合同で工事現場を中心にパトロール
します。係員が工事現場に立ち入る
ときは、ご協力をお願いします。
▽実施期間　10月 27日～ 31日
■問問建築指導課（☎40・7053）

古雑誌を無料で提供します

　不要になった雑誌を無料で差し上
げます。来館の際は、持ち帰り用の
袋などを持参してください。

▽とき　11 月１日（土）、午前９
時半から
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽冊数　１人５冊まで（先着順）
▽雑誌名　歴史読本、オレンジペー
ジ、サライ、山と渓谷、おひさま、
趣味の園芸など約1,200冊
※数に限りがあります。、
■問問弘前図書館（☎32・3794）

指名業者登録
平成27年度分申請受け付け
　市発注の工事や業務を請け負った
り、市と物品の売買などをしたりす
る場合には、市の指名業者としての
登録が必要となります。
　新たに登録を希望する業者や、現
在、指名業者として登録され、引き
続き登録を希望する業者は、受付期
間内に申請してください。
　なお、登録の取り下げは随時受け
付けますが、業種の追加・変更は年
１回の指名業者登録のみで受け付け
ますのでご注意ください。
▽受付期間　11月４日～ 28日
▽対象　①建設工事の請負／②測
量、設計などの建設関連業務の請負
／③製造の請負、物品の売買・賃貸
借、警備・清掃業務などの役務の提
供
▽申請方法　市ホームページに掲載
する申請の手引きを確認の上、「指
名競争入札参加資格審査申請書」な
どの必要書類を提出してください。
■問問法務契約課契約担当（市役所３階、
窓 口 353、 ☎ 35・1137、40・
7023）

平成27年度会場使用
受け付け
　一つの催しを１件とし、電話での
申し込みは受け付けません。なお、
公共団体などの行事が予定されてい
る日は使用できません。
【弘前文化センター（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け
　11月４日～ 17 日の午前９時～
午後５時に、ホール、大会議室、美
術展示室に限り受け付けます（催し
の名称・内容などを明確にしておい
てください）。
※希望が重複した場合は、12月８

水泳教室（バタフライ）

▽とき　11 月 13 日～ 12 月 18
日の毎週木曜日、午前 10時～ 11
時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　バタフライの基本練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳げる市
民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、10月 31日（必着）
までに、温水プール石川（〒036・
8123、小金崎字村元125）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。
■問問温水プール石川（☎49・7081）

秋の火災予防運動

「もういいかい　火を消すまでは　
まあだだよ」（平成26年度統一標
語）
　10 月 20 日から 26 日までの１
週間、県下一斉に「秋の火災予防運
動」が実施されます。この季節は日
増しに寒くなり、火を取り扱う機会
が多くなります。暖房器具の点検は
お済みですか。ちょっとした油断や
火の取り扱いの不注意が火災の原因
になることがあります。
　住宅用火災警報器はもう取り付け
ましたか。尊い命や貴重な財産を失
うことのないよう、もしもの時に備
え、まだ取り付けていない人は早め
の設置をお願いします。また、家族
みんなで避難方法や消火器の位置な
どをもう一度確認し、次の「住宅防
火　いのちを守る　７つのポイン
ト」を実行し、自分の家は自分で守
るよう心掛けてください。
【３つの習慣】
①寝たばこは絶対やめる
②ストーブは燃えやすいものから離
れた位置で使用する
③ガスこんろなどのそばを離れると
きは、必ず火を消す
【４つの対策】

 暮らしのinformation ●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

日の午前 10時から同センターで抽
選を行います。
○一般受け付け
　12月８日の午後１時から先着順
で受け付けます（仮申し込み対象外
の会場を含む）。なお、12 月９日
からは電話でも受け付けます。
■問問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、第 3火曜日は休館日）
【百石町展示館】
○仮申し込みの受け付け
　11 月１日～ 15 日の午前 10 時
～午後６時
※希望が重複した場合は、11 月
26 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け
　11月 26 日の午後３時から先着
順で受け付けます。なお、12月５
日からは電話でも受け付けます。
■問問百石町展示館（☎31・7600）

広報ひろさき音訳奉仕員募集

　弘前愛盲協会音訳グループしらゆ
り会では、目の不自由な人に広報誌
などを音訳するボランティアを募集
し、その養成講習会を開催します。
▽とき　11月４日・11日・18日・
23 日、12 月２日・９日の午後２
時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
会議室
▽対象　音訳（音読）に興味があり、
簡単なパソコン操作の出来る人＝６
人
■問問 10 月 25日までに、しらゆり会
（橋本さん、☎兼■Ｆ 35・8918）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事務
所が行う出張相談会です。なお、相

談には事前の予約が必要です。
▽とき　11月５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事務
所（☎青森017・752・6755）

市民会館大ホール
使用受け付け
　平成 27年度の使用申し込みを、
「仮申込書」により受け付けます。
電話での申し込みは受け付けませ
ん。
【仮申込書の受け付け】
▽期間　11月５日～ 20日
※希望が重複した場合は、12 月
17日の午前９時半から市民会館（下
白銀町）で抽選を行います。
【一般受け付け】
　仮申し込みをしなかった人を対
象に、12月 18日の午前９時から、
来館または電話により、先着順で受
け付けます。
■問問市民会館（☎32・3374）

2014岩木文化祭
出店者・参加者募集
▽とき　11月 22日・23日
▽ところ　中央公民館岩木館、岩木
文化センター「あそべーる」（共に
賀田１丁目）
【ふろしき市…22日・23日】
　ふろしき１枚分（2.5㎡程度）の
フリーマーケット。１人１区画で、
先着順（20区画）です。
▽ところ　岩木文化センターホワイ
エ（屋内）
▽出店料　１日300円

【作品展示…22日・23日】
　絵画、書道、手芸などなんでもＯ
Ｋ！皆さんの趣味の発表の場です。
▽作品搬入　11 月 19 日、午前９
時から
【芸能発表…23日の午前９時～午
後３時】
　歌や踊り、楽器演奏などジャンル
は問いません。10分以内で演技で
きるものを募集します。
■問問 10 月 20 日～ 31 日に、岩木文
化祭運営委員会（中央公民館岩木館
内、☎82・3214、■Ｆ 82・3426）へ。

求職者支援訓練の受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【経理事務科】
▽とき　12 月８日～平成 27 年４
月７日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽申込締め切り　11月 11日
【ゼロから始めるＯＡ事務員養成科】
▽とき　12 月 26 日～平成 27 年
４月 24日
▽ところ　パソコンスクールＩＭＳ
弘前教室（土手町）
▽申込締め切り　12月２日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込締め切り日までに各
訓練施設へ受講申込書の提出を。
■問問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

有 料 広 告 有 料 広 告

 その他
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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。

耳鼻咽喉科・眼科
11／2 たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456
16 やすはら耳鼻咽喉科（安

原３）
☎88・0087

30 あらいこどもクリニック
／眼科クリニック（城東
中央４）

☎27・2233

歯　科
11／2 矯正歯科じん歯科クリニ

ック（大町２）
☎37・1182

３ ふじた歯科（大町１） ☎32・0779
９ かなもり歯科（中野５） ☎89・1550
16 Ｉ歯科（富士見町） ☎32・8511
23 あおば歯科医院（桔梗野

４）
☎31・3343

24 石岡歯科医院（松森町） ☎32・1078
30 スクエア歯科（富田３） ☎39・4180

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　11 月４日～ 25 日の毎週
火曜日、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
▽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　10 月 20 日～
27日の午前 10時～午後 7時にヒ
ロロ３階健康ホール受付（☎ 35・
0157）へ。

未就学児の体力教室

▽とき　11 月４日～ 12 月 16 日
の毎週火曜日、午後３時～４時（受
け付けは午後２半～）
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽内容　走る・跳ぶ・バランス・リ
ズムなど、いろいろな動きを通した
体力づくり
▽対象　４歳～６歳（就学前）の幼
児＝15人
▽参加料　無料
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・保
護者の氏名・教室名を記入し、10
月 28日（必着）までに、健康づく
り推進課（〒036・8711、野田２
丁目７の１）へ。
※兄弟姉妹での参加の場合は、はが
き１枚で応募可とし、応募多数の場
合は抽選で決定します。

のびのび子ども相談室

▽とき　11月 11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　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　10 月 28 日～ 11 月
10日

ベビーレッスン

▽とき　11月 16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　11月４日～ 12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お申
し込みください。
▽ 11月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康広場）＝９
日・28日の午前 10時～午後３時
〇弘前市保健センター会場＝ 17日

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）

外　科
11／2 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
３ 福士病院（新里） ☎27・1525
９ 吉田クリニック（百石町）☎37・6300
16 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
23 菊池医院（富田町） ☎39・1234
24 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
30 西弘前クリニック（中野

１）
☎32・4121

内　科
11／2 今村クリニック（松原西

２）
☎88・3090

９ さがらクリニック（桔梗
野１）

☎37・2070

16 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

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）

～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。

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・人口　  178,268人　   （－              90）
　 男　　  81,525人　   （－              43）
　 女　　  96,743人　   （－              47）
・世帯数　 72,768世帯    （－              2）
平成 26年 9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

　農家の所得の向上や雇用創出のため、市や農家などの取り組みについて
紹介します。
○放送日　10月 18日（土）、午前９時45分～ 10時
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

「加工や販売も！農家の挑戦
　　　　　　～６次産業化で地域を元気に～」

 暮らしのinformation

http://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/
rousai/120406-1.html）

献血で尊い命を救うことが
できます
　献血は、青森市・弘前市・八戸市
で開設している献血ルームと県内の
市町村を巡回する献血バス（計４台）
で受け付けしています。
　血液は、いまだ人工的に造ること
ができず、また、長期間にわたって
保存することもできません。そのた
め、輸血に必要な血液を十分に確保
しておくには、絶えず誰かの血液が
必要となります。
　なお、青森県赤十字血液センター
では、献血した人に対し、健康管理
に役立つ７項目の生化学検査成績お
よび８項目の血球計数検査成績をお
知らせしています。
■問問健康づくり推進課（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

土砂災害警戒区域等の
緊急周知
　平成 26年８月の豪雨による広島
市で発生した大規模な土砂災害で
は、多数の死者が出ました。
　弘前市にも土砂災害の危険がある
警戒区域や特別警戒区域がありま
す。台風や大雨に備え、ハザードマッ
プや防災カルテでお住まいの地域の
危険区域や避難所などをもう一度確
認してください。
■問問防災安全課（☎40・7100、■Ｈ〈ハ
ザードマップ http://www.city.

hirosaki.aomori.jp/kurashi/
kinkyu/dosha/index.html〉、
〈 防 災 カ ル テ http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/kurashi/
kinkyu/karte/index.html〉）

ねたきり高齢者などへの
訪問歯科
　弘前歯科医師会所属の歯科医師
が、ねたきり高齢者や身体障がい者
等の自宅などを訪問して、歯科診療
や口腔（こうくう）衛生の指導を行っ
ています。
　歯周病など歯の病気は、全身のさ
まざまな病気につながる恐れがある
ため、対象となる人は、ぜひご利用
ください。
▽診療内容など　診療、口腔ケア・
リハビリ／口腔の健康に関する啓発
／その他口腔の健康増進など
▽費用　①治療費など　②歯科医師
の交通費（自宅から遠い歯科医師の
往診を受けた場合に掛かる場合あ
り）
※詳しくは問い合わせを。
■問問弘前歯科医師会（☎27・8778）

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、11月
１日から広がります（対象…小金崎
字大仏新田・小金崎字留岡・小金崎
１丁目の各一部）。
　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）

第７回ふるさとあおもり
景観賞の応募受付中
　ふるさと青森の個性を生かした魅
力ある景観（まちなみ・活動など）
を応募してみませんか。最優秀賞の
応募者へはクオカード５千円分を贈
呈します。
▽応募締め切り　平成 27 年１月
31日（必着）
※詳しくは、募集要領または県
ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/keikan/
keikanshou.html）をご覧くださ
い。なお、募集要領は、市都市政策
課に備え付けているほか、県ホーム
ページからダウンロードできます。
■問問県県土整備部都市計画課都市計
画・景観グループ（☎青森 017・
734･9681）／都市政策課（市役
所５階、窓口552、☎ 35・1134）

中皮腫や肺がんなど、
石綿による疾病の補償・救済
　中皮腫や肺がんなどを発症し、そ
れが労働者として石綿ばく露作業に
従事していたことが原因であると認
められた場合には、各種労災保険給
付や特別遺族給付金が支給されま
す。
　石綿による疾病は、石綿を吸って
から非常に長い年月を経て発症する
ことが大きな特徴です。
　中皮腫などで亡くなった人が過去
に石綿作業に従事していた場合、各
種給付などの対象になる可能性があ
りますので、まずは気軽にご相談く
ださい。
　制度の内容は厚生労働省ホーム
ページでもご覧になれます。
■問問青森労働局労働基準部労災補償
課（☎青森017・734・4115、■Ｈ

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

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

だより “津軽”の話題満載

　藤崎町の二大特産品である「米」と「りんご」の収穫
感謝や文化芸能発表、町民の健康づくりをテーマとした
秋の大祭「ふじさき秋まつり」が今年も２日間にわたっ
て開催されます。町自慢の「つがるロマン」を使った日
本一の「ジャンボおにぎり」作りや「ジャンボアップル
パイ」作り、当町発祥のりんご「ふじ」のＰＲイベント、
文化展示や芸能発表、出店・農産物直売コーナーなどさ
まざまな催しが行われます。
▽とき　11月 23日・24日、午前 10時～午後 3時
▽ところ　藤崎町役場周辺（スポー
ツプラザ藤崎、藤崎町文化センター、
役場前駐車場ほか）
■問い合わせ先　ふじさき秋まつり
実行委員会事務局（藤崎町企画財政
課内、☎75・3111、内線 2222）

　今年も 12月にねぷたが運行されます。県内でも珍し
い冬のねぷた運行は、15台のねぷたが夏とは違う趣を
見せ、よさこいソーランが熱気に華を添えます。雪が舞
う中でのねぷた運行も荘厳な魅力があります。防寒対策
を十分に整えた上で、ぜひおいでください。
▽とき　12月６日・７日、午
後６時開会、午後６時半運行開
始（予定）
▽ところ　弘南鉄道平賀駅前通
り
■問い合わせ先　平川市商工観
光課観光係（☎44・1111）

ふじさき秋まつり ひらかわねぷたまつり“冬の陣”
藤崎町

ジャンボおにぎり
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５日・12日・
19日

弘南鉄道忘年列車 飲んだり、食べたりしながら２時間の電車旅を楽しめる企画列車で
す

弘南鉄道（☎44・3136）12
月

２日～ 30日 平川市民文化祭2014 市民による歌や踊りなどの舞台発表、個性豊かな作品展など 平川市文化センター（☎44・1221）
15日・16日 収穫感謝祭＆シクラメン市 約5,000鉢のシクラメンを展示販売するほか、たくさんのイベントがめじろ押し 田舎館村企画観光課（☎58・2111）
16日 第44回西目屋村民文化祭 村民による芸能発表や作品展を開催。各種体験コーナーもあります 西目屋村教育委員会（☎85・2858）
22日・23日 黒石りんごまつり りんごの即売会や市内商業者による産業展、りんご皮むき大会など 黒石市商工観光課（☎52・2111）
23日・24日 第16回米・食味分析鑑定コ

ンクール国際大会
国内外最大規模のお米の国際大会として世界一の名誉を目指し、お
いしさを競います

田舎館村産業課（☎ 58・2111）

29日・30日 第41回町民祭（板柳町） 町民の活動や成果を披露。農産物などの即売会や各種体験コーナーもあります 板柳町総務課（☎ 73・2111）

平川市

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。

10月は３R推進月間です環境ニュース環境ニュース環境ニュース

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
12 日 ひろさきりんごハロウィン 「りんご収穫感謝祭」として仮装コンテストやハロウィンパレードを開催 りんご王国推進会議事務局（弘前市

観光政策課内、☎35・1128）
12日 りんごの里板柳まるかじり

ウオーク2014
りんごの里をめぐる６km・13km・24㎞の３コース！りんごもぎとり体験も
あります

板柳町教育委員会生涯学習課（☎
72・1800）

16日～
11月９日

中野もみじ山ライトアップ
（光のファンタジー-秋-）

小嵐山と称される中のもみじ山でライトアップ。ライトに照らされたもみじは
幻想的です

黒石市商工観光課（☎52・2111）

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）
17日～11月９日 弘前城菊と紅葉まつり 弘前城植物園にて開催。菊花など、秋の草花を堪能できます 弘前市立観光館（☎ 37・5501）
18日・19日 全国伝統こけし工人フェス

ティバル（黒石市）
全国のこけし工人がこけし館に集結。工人による制作実演、展示即
売が行われます

津軽こけし館（☎ 54・8181）

　循環型社会形成のためには、国民・
事業者・行政が互いに協力し、左記
３Ｒの取り組みを進めていくことが
重要であるとして、リサイクルに関
係する環境省を含む８省庁が一体と
なり、毎年 10月を３Ｒ（リデュー
ス・リユース・リサイクル）推進月
間と定め、広く国民に向けてその普
及啓発活動を行っています。
　この推進月間をきっかけに「３Ｒ」
がどういうことかを意識し、私たち

が身近な暮らしの中で取り組めるこ
とを見つけていきましょう。
【日常生活でできる環境配慮行動】
●レジ袋をやめてマイバッグを活用
する
●フリーマーケットなどを利用する
●リサイクル製品を購入する
●詰め替え用商品を購入する
●地域で生産された商品を購入する
■問い合わせ先　環境管理課環境事
業所資源循環係（☎35・1130）

①リデュース（Reduce）…
廃棄物の発生抑制→ごみを減ら
そう。物を大切に使おう
②リユース（Reuse）…製品・
部品の再使用→繰り返し使おう
③リサイクル（Recycle）…
再資源化→再び資源として利用
しよう

３Rとは

高さ 11ｍ、世界一
の扇ねぷたも出陣


