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第 49 回津軽雪上ラグビー大会

▽とき　①２月７日の午前10時～
　　　　②２月８日の午前８時50分～
▽ところ　東奥義塾高校（石川字長者森）グラウンド
▽対象　①・②高校の部＝県協会登録の選手で構成され
たチーム／②スパイクの部＝選手全員がスパイクまたは
シューズなどの着用を希望するチーム／②ながけりの部
＝選手全員がゴム長靴（金具の付かないもの）の着用を義
務付けられたチーム
▽参加料　弘前ラグビーフットボール協会登録チーム＝
2,000円～／その他のチーム＝5,000円～
※傷害保険料を含みます。
■問 い 合 わ せ・ 申 込 先　１月 23 日までに、弘前ラ
グビーフットボール協会（木村さん、東奥義塾高校
内、☎ 92・4111、ファクス 92・4116、Ｅメール 
kimura1961tohgi@yahoo.co.jp）へ。
※必要書類を送信しますので、申し込みはＥメールでお願
いします。

市民・少年少女スキー教室（大鰐会場）

▽とき　１月31日、２月１日の午前10 時～午後３時（受
け付けは午前９時～）
▽ところ　大鰐温泉スキー場国際エリア（大鰐町虹貝字清
川）
※受付場所は雨池スキーコミュニティセンター
２階。
▽講師　ＳＡＪ全日本スキー連盟公認指導員
（弘前スキー倶楽部所属）
▽対象　小学生以上の市民（初心者からエキスパートま
で）
▽参加料　3,000円（傷害保険料を含む）
▽その他　スキー用具・リフト券などは各自で準備を。
▽申し込み方法　１月 17日～ 24日に、参加料を添えて
弘前市体育協会（下白銀町、笹森記念体育館内）またはタ
ケダスポーツ弘前バイパス店（城東北４丁目）またはスー
パースポーツゼビオ弘前高田店（高田５丁目）へ。
■問い合わせ・申込先　弘前スキー倶楽部事務局（加藤さ
ん、☎携帯080・4519・2611）

ストレッチ体験教室

▽とき　２月６日～ 27 日の毎週金曜日、午前 10 時～
11時
▽ところ　温水プール石川（小金崎字村元）健康ルーム
▽内容　タオルや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　タオル、飲み物、運動しやすい服装
▽申し込み方法　往復はがきに、住所・氏名・年齢・生年
月日・電話番号・教室名を記入し、１月30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。
■問い合わせ・申込先　温水プール石川（☎ 49・7081）

室内テニス教室

▽とき　２月 5日・11 日・19 日・26 日
の午後６時～７時半
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　初級（硬式テニスの基本ストローク・ボレーな
ど）、中級（数多くボールを打つ、ワンランク上を目指す）
▽定員　各クラス＝10人（先着順）
▽参加料　１日500円（保険料含む。当日徴収）
▽申し込み方法　参加希望日の 5日前までに、Eメール
(hirote1961@gmail.com) でお申し込み下さい。
■問い合わせ先　弘前テニスクラブ（原田さん、☎携帯
090・1399・7414）

バドミントン教室

【初心者向け】
▽とき　２月６日～３月 20日の毎週金曜日、午前 10時
～正午
▽内容　ラケットの握り方からゲームまで
▽対象　初心者の市民＝15人（先着順）
【中級者向け】
▽とき　２月４日～３月 25日の毎週水曜日、午前 10時
～正午（２月11日は除く）
▽内容　基本練習、競技規則、ゲーム戦略法など
▽対象　市民＝20人（先着順）
～共通事項～
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（兼平字猿沢）
▽参加料　無料（各自傷害保険などに加入を）
■問い合わせ・申込先　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎ 82・
5700）

スポーツ教室など

冬こそ体を動かしリフレッシュ !!
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【目指す姿】
 “赤ちゃんから高齢者まで”
 市民みんなが健康でいきいき
 とした生活が送れるまち

休養・こころ

たばこ運動

アルコール

歯・口腔

健康管理

食生活

個人の健康づくりを
地域・職域・行政が
支え促進する 

　市ではこれまで、生活習慣病予防に視点をおいた「健
康ひろさき 21」に基づき健康増進に取り組んできま
した。
　市の実態は、平均寿命が男性 77.7 歳、女性 85.7
歳（平成 22年）（表１）で、早世死亡率（全死亡に
占める 64歳以下の死亡割合）が男性 22.0％と、全
国と比較すると高くなっています（表２）。

　今回、これまでの取り組みの評価を反映させると
ともに新たな健康課題などを踏まえ、「健康ひろさき
21（第２次）」を策定しました。

健 幸 た か ま る  ひ ろ さ き

　目指す姿は、「“赤ちゃんから高齢者まで”市民みん
なが健康でいきいきとした生活が送れるまち」。
　「健康寿命の延伸」を目標に、生活習慣病予防だけ
ではなく、からだとこころの健康づくり、地域や各団
体との連携など社会環境の整備まで広く盛り込んでい
ます。健康に関する各種課題を解決するための取り組
みを次のとおりとし、市民一人一人の主体的な取り組
みを、地域・職域・行政が支え、一体的に推進してい
きます。また、この計画において明確化された課題の
解決に向け、設定した目標に対し PDCAサイクルに
基づいて施策を推進します。
【各種課題を解決するための取り組み】
▽働き盛りの健康アップ推進　
〇適正体重の維持（栄養・食生活、運動）
〇適正な飲酒と禁煙
〇未受診者対策と定期的な受診
〇地域、職域との連携強化
▽子どもの時から身につけよう健康習慣
〇年齢にあった生活習慣の形成
〇望ましい食習慣や知識の取得
〇適正な活動量、体力の維持増進
〇家族ぐるみで健康づくり
■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）

表１　平均寿命（平成22年）

性別 弘前市 青森県 全国

男 77.7 歳 77.3 歳 79.6 歳

女 85.7 歳 85.3 歳 86.4 歳

表２　早世予防からみた死亡率（平成23年）

性別 弘前市 青森県 全国

男 22.0％ 20.1％ 18.7％

女 9.6％ 9.9％ 10.4％

地域（保健衛生委員・食生活改
善推進員・健幸増進リーダーなど）
健康づくりを実践する場、学習機
会の提供／市の健康づくり事業へ
の協力／ボランティアの主体的な
活動の推進に協力

行　政
地域の健康課題の分析、施策化／健康づくりに関する計画の推進、評価／科学的根拠に基づい
た正しい健康情報の提供／各健康診査（検診）、健康増進事業の実施／健康に関する専門職員
の確保と資質の向上／健康に関する機関、団体との連携、活動の支援

学校・教育機関
生活習慣や健康づくりに関する
健康教育の実施／家庭、地域と
連携した活動の推進

保健医療専門家
健康づくりに関する専門的技術・
方法の提供／健康への相談対応

企　業
従業員等への健康教育／受動喫煙
の防止と禁煙の推進／健康診査

（検診）の受診勧奨と保健指導の
充実

大学・研究機関
健康づくりに関する人材（健幸
増進リーダー）の育成と活動支
援／健康に関する調査、研究の
実施と公表

マスメディア
健康に関して、科学的根拠に基づ
いた情報の提供

健 康 づ く り 推 進 体 制

健 幸 た か
ま る

 

ひ ろ さ き
 

健幸ひろさきマイレージ制度
～締め切りまであとわずかです！応募し忘れていませんか？～ 

応募締め切り　１月31日（消印有効）

　健幸ひろさきマイレージ制度は、「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」「市で設定した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、応募することで景品が
もらえます。50ポイントで参加賞、さらに多くの健
康づくりに取り組んで100ポイント以上獲得すると、
抽選ですてきな景品（たか丸賞）が当たります。
▽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、岩木・相馬総合支所、各出張
所、弘前文化センター、地区公民館、弘前図書館、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）

たか丸賞の準備ができました！

　合計得点が 100ポイント以上の人は、たか丸賞の
抽選にエントリーされます。今年も、健康グッズや地
場産品など、さまざまな景品を準備しました。締め切
りまであとわずかですが、景品が当たるチャンスです。
たくさんの応募をお待ちしています。

※現物は写真と異なる場合があります。
ふとん掃除機 自動血圧計 津軽塗おわん

抽選で何が
当たるか楽
しみだね♪
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弘前市健康増進計画
「健康ひろさき21（第２次）」を策定
弘前市健康増進計画
「健康ひろさき21（第２次）」を策定
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弘前市都市計画マスタープラン（素案）への
パブリックコメントを実施します　　　

　市では、将来の目指すべき都市の姿と、その実現に
向けた取り組みの方向性を示し、今後の新しい都市づ
くりの指針となる「弘前市都市計画マスタープラン」
の策定を行っています。このたび、計画素案がまとま
りましたので、市民の皆さんから意見や提案を募集す
るため、パブリックコメント（意見公募手続き）を実
施します。
▽募集期間　１月26日～２月 18日（必着）
▽都市計画マスタープラン（素案）の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧（土・日曜日、祝日を除く）
　都市政策課（市役所５階）、岩木総合支所総務課（賀
田１丁目）、相馬総合支所民生課（五所字野沢）、市民
課駅前分室（駅前町、ヒロロ３階）、市民課城東分室（末
広４丁目、総合学習センター内）、各出張所
▽対象
①市内に住所を有する人
②市内に事務所等を有する人または団体など
③市内に勤務する人
④市内の学校に在学する人
⑤本市に対して納税義務を有する人、または寄付を行
う人
⑥都市計画マスタープラン（素案）に利害関係を有す

る人または団体など
▽提出方法　指定の様式または任意の様式に、住所、
氏名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、在住・
在学の別（任意様式の場合は対象①～⑥のいずれか）、
件名（任意様式のみ、「都市計画マスタープラン（素案）
への意見」など）を記入し、次のいずれかの方法で提
出を。
❶郵送…〒036・8551、上白銀町１の１、都市政策
課あて
❷都市政策課へ直接持参（土・日曜日、祝日を除く）
❸ファクス…35・3765
❹Ｅメール…toshiseisaku@city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総合案
内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、市
民課駅前分室・城東分室、各出張所に設置
※記入漏れがある場合は意見として受け付けませんの
で、ご注意ください。また、電話など口頭では受け付
けません。
▽意見の公表など　寄せられた意見などは、計画策定
の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所を除き、
対応状況を市ホームページで公表します。なお、個別
回答はしませんので、ご了承ください。
■問い合わせ先　都市政策課計画係（☎35・1134）

市民の皆さんか
ら意見や提案を
募集します

弘前市障がい福祉計画第４期計画（案）への
パブリックコメントを実施します　　　

　このたび、弘前市障がい福祉計画第４期計画（案）
を作成しましたので、市民の皆さんから意見や提案を
募集するため、パブリックコメント（意見公募手続き）
を実施します。
▽募集期間　１月15日～ 31日（必着）
▽計画（案）の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧（土・日曜日を除く）
　福祉政策課（市役所１階）、岩木総合支所総務課（賀
田１丁目）、相馬総合支所民生課（五所字野沢）、市民
課駅前分室（駅前町、ヒロロ３階）、市民課城東分室（末
広４丁目、総合学習センター内）、各出張所
▽対象
①市内に住所を有する人
②市内に事務所等を有する人または団体など
③市内に勤務する人
④市内の学校に在学する人
⑤本市に対して納税義務を有する人、または寄付を行
う人
⑥障がい福祉計画第４期計画（案）に利害関係を有す
る人または団体など
▽提出方法　指定の様式または任意の様式に、住所、

氏名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、在住・
在学の別（任意様式の場合は対象①～⑥のいずれか）、
件名（任意様式のみ、「障がい福祉計画第４期計画（案）
への意見」など）を記入し、次のいずれかの方法で提
出を。
❶郵送…〒036・8551、上白銀町１の１、福祉政策
課あて
❷福祉政策課へ直接持参（土・日曜日を除く）
❸ファクス…32・1166
❹Ｅメール…fukushiseisaku@city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総合案
内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、市
民課駅前分室・城東分室、各出張所に設置
※記入漏れがある場合は意見として受け付けませんの
で、ご注意ください。また、電話など口頭では受け付
けません。
▽意見の公表など　寄せられた意見などは、計画策定
の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所を除き、
対応状況を市ホームページで公表します。なお、個別
回答はしませんので、ご了承ください。
■問い合わせ先　福祉政策課障がい福祉係（☎ 40・
7036）

意見や提案を
お寄せください

マイナンバー制度
（社会保障・税番号制度）が始まります　　　

マイナンバー（個人番号）とは

　住民票を有する全ての人にそれぞれ付番される 12
桁の番号のことです。法人などには 13桁の「法人番
号」が付番されます。番号は平成 27 年 10 月から、
住民票の住所に「通知カード」を送付し、市民の皆さ
ん一人一人にお知らせします。

マイナンバーの利用と個人情報の保護

　平成28年１月から、マイナンバーは社会保障、税、
災害対策の行政手続きで利用します。主に年金、雇用
保険、医療保険の手続き、生活保護や福祉の給付、確
定申告等の税の手続きなど、法律で定められた事務に
限ります。その他の目的でマイナンバーを不正利用し
たり、正当な理由なく他人に提供したりすると、処罰

平成 28 年１月
から開始

　平成 25年５月に「行政手続きにおける特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布

されました。これに基づき始
まる新制度を「マイナンバー
制度」と称し、平成28年１月
からの導入開始に向け準備を
進めています。そこで、現時
点での制度内容についてお知ら
せします。

所得やほかの行政サービスの
受給状況を把握しやすくな
り、脱税や不正受給などを防
止するとともに、本当に困っ
ている人に、きめ細かな支援
を行うことができます。

行政機関や地方公共団体など
でさまざまな情報の照合や入
力などに要する時間や労力が
大幅に削減されるとともに、
より正確に行えるようになり
ます。

添付書類の削減など、行政手
続きが簡素化され、負担が軽
減されます。また、行政機関
が持っている自分の情報の確
認や提供などのサービスを利
用できます。

行政の効率化 市民の利便性
の向上

公平・公正な社会
の実現

マイナンバー制度とは

　マイナンバー（個人番号）を利用することにより、
市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するこ
とを目的とした制度です。今まではそれぞれの機関ご
とに管理していた同一人の情報を、マイナンバーをも
とに結び付けすることで情報連携し、相互に活用する
ことが可能となるため、さまざまな面での利便性が期
待されます。

の対象となる場合もあります。また、行政機関や地方
公共団体を監視・監督する第三者機関の設置や、罰則
の強化、システムのアクセス制御による制限・管理な
ど、個人情報保護のためさまざまな対策が施されます。

個人番号カード

　身分証明書としての利用や、個人番号を確認する場
などで利用されるカードです。券面には「氏名」、「住
所」、「生年月日」、「性別」、「個人番号」などが記載され、
必ず「本人の顔写真」が表示されます。これらの事項
はカードに内蔵された ICチップに記録されます（た
だし、所得情報などプライバシー性の高い個人情報は
記録されません）。なお、「個人番号カード」は、希望
者にのみ発行します。
■問い合わせ先　市民課住民記録係（☎40・7020）

ロゴマーク（愛称）：
マイナちゃん

 

〇マイナンバー（社会保障・税番号制度）のホームページ
　　　　　　　…http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
〇マイナちゃんのマイナンバー解説
                   …http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
〇マイナちゃんの公式ツイッタ―…https://twitter.com/MyNumber_PR
〇マイナンバーのコールセンター
（☎ナビダイヤル0570・20・0178、土・日曜日、祝日、年末年始を除く、午前９時半～午後５時半）

 マイナンバーについて
 さらに知りたい人は
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国民健康保険の高額医療費制度について70 歳未満の人の
所得区分が変更に

　70歳未満の国保加入者は、平成 27年１月より高
額療養費制度の所得区分が下表のとおり変更になりま
す。なお、70歳以上 75歳未満の加入者の所得区分
の変更はありません。
高額医療費制度…１カ月の医療費の自己負担額が高額
になった場合、支払い後に申請をすると世帯の自己負
担限度額を超えた額が高額療養費として支給されま
す。また、入院などで医療費が高額となることがわかっ
た場合、事前に限度額適用認定証の交付申請をするこ
とで、下表の額を支払い時の限度額として適用できる

所得区分 ３回目まで ４回目以降
（※３）

上位所得者（※１） 15万円＋（実際にかかった医療費－50万円）×１％ 8万3,400円
一般 8万100円＋（実際にかかった医療費－26万7,000円）×１％ 4万4,400円
市民税非課税世帯 3万5,400円 2万 4,600円

所得区分 ３回目まで ４回目以降
（※３）

旧ただし書所得（※２）が
901万円超え

25万 2,600円＋（実際にかかった医療費－84万 2,000円）
×１％ 14万 100円

旧ただし書所得（※２）が
600万円を超え901万円以下

16万 7,400円＋（実際にかかった医療費－55万 8,000円）
×１％ 9万3,000円

旧ただし書所得（※２）が
210万円を超え600万円以下 8万100円＋（実際にかかった医療費－26万7,000円）×１％ 4万4,400円

旧ただし書所得（※２）が
210万円以下 5万7,600円 4万 4,400円

市民税非課税世帯 3万5,400円 2万 4,600円

70 歳未満の人の自己負担限度額（月額）

○平成 26 年 12 月診療まで（変更前）

○平成 27 年１月診療から（変更後）

※１　基礎控除後の総所得金額等が 600 万円を超える世帯に属する人。
※２　総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
※３　当市国保の被保険者として同世帯で過去 12 カ月間に４回以上、高額療養費の支給を受ける場合、４回
　　目から自己負担限度額が下がります（70 歳以上の外来のみの高額療養費の支給月は回数に数えません）。

　所得区分は市民税の申告の額で決まります。平成 26 年８月から平成 27 年７月診療分までは、平成 26
年度（平成 25 年中）の所得の額で決定されます。
　なお、入院時の食事代や診断書料、特別の病室料、容器料など保険適用外のものは高額療養費の対象となり
ません。また、１カ月の医療費は月の初日から末日までの受診日を基準として金額を計算します。
※ 70 歳未満の人は、同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別計算となり、保険適用の医療行為の自己
負担額が 2 万 1,000 円を超えたものを合算できます。
※調剤は、処方せんを出した医科、歯科それぞれと合算します。

場合があります。
◎高額療養費支給申請に必要なもの
保険証、領収書、印鑑（スタンプ印不可）、世帯主名
義の普通預金通帳
◎限度額適用認定証の交付申請に必要なもの
保険証、印鑑（スタンプ印不可）、更新の場合は現在
交付済の認定証
■問い合わせ・申請先　国保年金課国保給付係（市役
所１階、窓口157、☎ 40・7047）

1日１円で、家族に大きな安心を　交通災害共済家族そろって
加入しましょう

【交通災害共済とは？】
　交通事故でけがをしたり、死亡したりした場合に、
見舞金や弔慰金などが支給される制度です。
　平成27年度の交通災害共済加入の受け付けが２月
２日から始まります。毎年加入している人も、これま
で加入していなかった人も、万が一に備え、家族そろっ
て加入しましょう。
▽共済期間　４月１日～平成 28年３月 31日（４月
１日以降に加入した場合は、加入した日時からになり
ます）
▽掛け金　１人＝ 350円（４月１日以降に加入して
も同額）
▽申込先　都市政策課交通政策推進室（市役所５階、
窓口552、☎35・1102）か岩木・相馬総合支所民生課、
各出張所窓口へ。
※行政総合窓口（ヒロロスクエア内）、市民課城東分
室では受け付けできませんので、ご注意ください。
【交通事故に遭ったら…】
　交通災害共済に加入している人が、交通事故で１日

以上の通院や入院をしたり、死亡したりした場合は、
見舞金や弔慰金などを請求できます。
▽請求の対象となる交通事故　自動車同士の事故、歩
行中の自動車や自転車との接触事故、自転車乗車中の
転倒による自損事故など
▽請求の対象とならない交通事故　自動車などが関係
しない歩行中の事故や作業中の事故（雪道での転倒、
雪下ろし作業中の転落など）、無免許運転や飲酒運転
による事故、天災（台風や地震など）が原因で発生し
た事故など
▽共済見舞金など　けがで１日以上通院や入院をした
とき＝見舞金２万円～15万円／死亡したとき＝弔慰
金100万円
▽請求期間　交通事故が発生した日から１年以内
▽請求に必要な書類　交通事故証明書や診断書などが
必要です。事故によって必要な書類が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（市役所
５階、窓口552、☎ 35・1102）

　国民年金は、年をとったときや、いざというときの
生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作ら
れた仕組みです。具体的には、若いときに公的年金に
加入し保険料を納め続けることで、年をとったときや、
病気やけがで障がいが残ったとき、家族の働き手が亡
くなったときに、年金を受け取ることができる制度で
す。
【国民年金のポイント】
〇将来の大きな支えになります
　国民年金は 20歳から 60歳までの人が加入し、保
険料を納める制度です。国が責任をもって運営するた
め、安定しており、年金の給付は生涯にわたって保障
されます。
〇老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障
害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事
故で障がいが残ったときに受け取れます。また遺族年
金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計
を維持していた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が

受け取れます。
【学生納付特例制度と若年者納付猶予制度】
〇学生納付特例制度
　学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一
定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される
制度です。
　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大
学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学
校や各種学校（就業年限１年以上である課程）および
一部の海外大学の日本分校に在学する人です。
〇若年者納付猶予制度
　学生以外の30歳未満の人で、本人および配偶者の
所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が
猶予される制度です。
■問い合わせ先　国保年金課国民年金係（市役所１階、
窓口155、☎ 40・7048）／岩木総合支所民生課（賀
田１丁目、☎82・1628）／相馬総合支所民生課（五
所字野沢、☎84・2111）

20歳になったら国民年金新成人の皆さんへ

　官民協働により「市民便利帳くらし弘前 2015」
を作成しました。
　全ページフルカラーで、行政サービスの最新情報
に加え、市の歴史、文化、レジャー、お出かけ情報、
まつり情報、特産品やお土産品、病院情報などが掲

載されており、生活シーンに合わせて利用するこ
とができます。また、避難所や洪水ハザードマッ
プなど、災害時に役立つ情報も掲載しています。
　１月中旬から２月下旬に全戸配布する予定で
すが、３月１日を過ぎても届かない場合は、ご
連絡ください。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎35・1194）

市民便利帳を配布します
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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

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎古布と小物展
▽とき　１月 22～ 26日、午前９
時～午後４時（最終日は午後３時ま
で）
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽観覧料　無料
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

日専連全国児童版画コンクール
弘前地区選作品展示発表会
　市内小学校の児童が応募した作品
から受賞作品約 300 点を展示しま
す。
▽とき　１月 23日～ 25日、午前
10時～午後７時（最終日は午後５
時まで）
▽ところ　市民文化交流館イベント
スペース（駅前町、ヒロロ３階）
▽入場料　無料
※ヒロロ駐車場を利用の場合は、駐
車券をお持ちください。駐車料金の
一部が無料となります。
■問 日専連弘前事務局（☎ 39・
2277〈平日の午前９時～午後 6
時〉）

食育シンポジウム「見直そう！
青森の食生活と農産物」
　弘前大学では、青森県の食生活の
見直しや、今後の食育活動のあり方
を議論するため、公開シンポジウム
を開催します。食育教材の展示も行
いますので、ぜひおいでください。
▽とき　１月25日（日）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館（文京町）みちのくホール　
▽内容　①愛媛大学「食」教育の取
組―つくる、伝える、知る―…講師・
垣原登志子さん（愛媛大学教育・学
生支援機構講師）／②考えてみよ

う！「食育の環」…講師・吉池信男
さん（青森県立保健大学健康科学部
教授）／パネルディスカッション「こ
れからの食育活動の役割」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学藤崎農場（伊藤さん、☎
75・3026）

青森県民俗の会×弘前大学
地域未来創生センター
公開シンポジウム
【津軽の年占行事『七日堂（なのか
どう）祭』を考える】
▽とき　１月25日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
▽内容　毎年、岩木山神社、猿賀神
社、鬼神社で行われている年占（と
しうら）行事について儀礼の映像を
交えて考えます。
▽基調報告　①七日堂祭を記録する
…古川実さん（青森県民俗の会代表）
／②七日堂祭の基礎的考察…石戸谷
勉さん（同会員）／③東アジアから
の仏教の受容…松尾恒一さん（国立
歴史民俗博物館教授）ほか
▽対象　市民＝100人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学地域未来創生センター
（☎ 39・3198〈平日の午前 10時
15 分～午後３時〉、■Ｅ irrc@cc.
hirosaki-u.ac.jp）

第 34 回小・中学校美術展
　弘前地区の小・中学生の図工美術
の優秀作品を集めた作品展です。期
間中は中学校壁新聞展示も同時開催
します。
▽とき　２月６日～９日の午前９時
～午後５時（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）
▽内容　描画、版画、立体作品、工
芸、デザイン作品の展示
※２月７日の午前11 時から、造形
ワークショップも開催します。
▽入場料　無料

■問造形教育調査研究委員会（教育セ
ンター内、☎26・4803）

弘前市文化団体協議会・弘前
美術作家連盟合同新春講演会
　方言研究家・川柳作家の渋谷伯龍
さんを講師に招き開催します。
▽とき　１月25日（日）
　　　　午後３時～４時半
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）４階フィオーレ
▽演題　「仲良（え）ぐ　まみしぐ
　あずましぐ」～楽しいふる里こと
ば～
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市文化団体協議会事務局（鐵
心書道会内、☎34・6555）

高長根ファミリースキー場
第 11 回高長根スキー大会
▽とき　２月１日（日）
　　　　午前11 時～午後３時半
▽種目　大回転
▽対象　保育園および幼稚園の年中
児～小学生
▽参加料　1,500 円（各自傷害保
険などに加入を）
■問１月 25 日の午後５時までに、
参加料を添えて高長根レクリエー
ションの森（高杉字神原、☎ 97・
2627）へ。

農産物づくり講演会

　農業経営の発展に取り組む農業者
で組織する認定農業者連絡協議会
が、農産物づくりのための講演会を
開催します。
▽とき　２月10 日（火）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽テーマ　「今年の天候と農産物づ
くり」
▽講師　佐藤士郎さん
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問農業政策課農業振興係（☎ 40・
7102）

④桜ヶ丘中央公園（桜ヶ丘４丁目）…融雪設備等
の整備（温泉排水による融雪など）

⑤松原東４丁目市道…融雪の実証研究（散水融雪
の交互運転による電気代削減の検証）

⑥市立病院歩行者通路（大町３丁目）…融雪の実証
研究（建物排熱によるロードヒーティングの検証）

⑦元寺町分庁舎駐車場内の電気自動車急速充電器
個所…融雪の実証研究（太陽熱地中蓄熱による融雪）
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青森銀行
弘前支店

青森銀行記念館

中央交番

青森銀行記念館

元寺町分庁舎元寺町分庁舎
（市民参画センター）（市民参画センター）

弘前支部
青森地方裁判所

弘前公園

市民中央広場
３

①愛宕地区市道…融雪設備等の整備（温泉排水に
よる道路散水融雪）

③大清水雨水貯留施設（大清水４丁目）…融雪設
備等の整備（地下水による雪置き場散水融雪）

愛宕多目的集会所

橋雲寺

あたご温泉あたご温泉

橋雲寺

愛宕多目的集会所

大清水学園

奥羽本線
奥羽本線

安原第三児童公園

大清水学園
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イオンタウン安原イオンタウン安原

弘前大清水
郵便局
弘前大清水
郵便局

②小比内雨水貯留施設（川先１丁目）…融雪設備
等の整備（地下水による雪置き場散水融雪）
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小比内公園
奥
羽
本
線

奥
羽
本
線

弘南鉄道弘南線

弘南鉄道弘南線弘前東高校

小比内公園

弘前東高校

弘前東高前駅弘前東高前駅

　市では、地下水や温泉排水などの未利用エネルギー
を利用した融雪設備等の整備および融雪の経費節減な
ど、新たな方策を検証するための実証研究を実施して

未利用エネルギーなどによる融雪設備等の導入と
実証研究を行っています

います。
　場所は位置図のとおりで、①愛宕地区市道、②小比
内雨水貯留施設、③大清水雨水貯留施設、④桜ヶ丘中
央公園の４カ所において地下水や温泉排水による散水
などの融雪の導入、⑤松原東 4丁目地内市道、⑥市
立病院歩行者通路、⑦元寺町分庁舎駐車場内の電気自
動車急速充電器個所の３カ所において融雪の実証研究
を行っています。詳しくはお問い合わせください。
　なお、②小比内雨水貯留施設、③大清水雨水貯留施
設は、雪捨て場としての一般開放はしていません。ま
た、現在整備中のものもありますが、施設が完成した
ものから運転・検証を開始します。皆さんもぜひ、現
地に足を運んでご覧ください。
■問い合わせ先　スマートシティ推進室（☎ 40・
7109）
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キ、かぼちゃの皮ごとスープ作り
▽講師　環境整備センタープラザ棟
職員
▽対象　小学校６年生までの子ども
とその保護者（親子で申し込みを）
▽定員　20人
▽持ち物　エプロン、ふきん２枚、
お皿、マグカップ、スプーン、フォー
ク、飲み物

～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
■問１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、月曜日は休館日）へ。

ねぷた絵描き方講習会

▽とき　１月25日（日）　
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽講師　津軽錦絵作家協会会員
▽対象　小学生以上＝ 50人（先着
順）
▽受講料　700円
▽持ち物　鉛筆、消しゴム、習字筆、
ボタンばけ
※作品は、雪燈籠まつり期間、燈籠
に展示します。
■問１月 20日までに、受講料を添え
て弘前観光コンベンション協会事務
局（市立観光館内、☎ 35・3131）へ。

パッチワーク風ボレロ作り

　編み物初心者も参加できます。
▽とき　１月 25 日・29 日、２月
４日・８日・13 日の午前 10 時～
正午
▽ところ　北辰学区高杉ふれあいセ
ンター（独狐字山辺）
▽定員　10人
▽材料費　4,536 円（段染毛糸６
玉分）
※かぎ針７号、わ針40㎝の持参を。

無い人は相談ください。
■問１月 15日～ 23日に、高杉ふれ
あいセンター（☎95・3601）へ。

バレンタインデー料理
＆お菓子作り教室
▽とき　２月６日・13日の午後７
時～９時
※２回で１セットのコースです。
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽内容　バレンタインデー向けの料
理とお菓子作り（お菓子は持ち帰り
できます）
▽対象　市内に勤務か居住の働く青
少年（おおむね35歳まで）
▽定員　16人（先着順）
▽参加料　2,000 円（材料費とし
て）
▽持ち物　エプロン、三角きん、タ
オル、筆記用具
■問１月 30 日までに参加料を添え
て、勤労青少年ホーム（☎ 34・
4361）へ。
※材料の準備の都合上、締め切り以
降のキャンセルは参加料を返却でき
ません。

市立博物館の館長講話

【第５回館長の楽しい歴史講座】
　高照神社（高岡字神馬野）に祭ら
れている弘前藩四代藩主津軽信政に
ついての講話です。
▽とき　２月８日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　北方世界からみた「中興
の英主」四代信政
▽講師　長谷川成一さん（博物館館
長）
▽定員　100 人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み　２月１日の午前８時半
から電話で受け付け。
■問市立博物館（☎35・0700）

かっこいい大人養成講座４

【立春は過ぎてるけれど…「キムパッ
で恵方巻き体験！」】
▽とき　２月８日（日）
　　　　午後１時半～４時

▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階調理実習室
▽内容　①韓国ののり巻き「キム
パッ」を作り、５日遅れの恵方巻き
丸かじり体験／②韓国の「冬のおや
つ」についての講話
▽講師　崔永先（チェヨンソン）さ
ん（市国際広域観光課職員）
▽対象　市内に在住か勤務の 18歳
～ 50歳の人＝ 20人（先着順）
▽参加料　500円（材料費として）
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん２枚、持ち帰り用のタッパー
■問１月 30 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。

ベテランズセミナー

▽とき　２月12 日（木）
　　　　午前10 時～ 11 時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　くらしのあれこれ④「年
金生活者の税金ってどうなの」
▽内容　年金にかかる税金や、医療
費や寄付金を支払った際の税金につ
いて学習します。
▽講師　青木力さん（青森税務署審
議専門官）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問２月９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。

第 26 回市民ボウリング教室

▽とき　①２月８日・② 11日の午
前 10時～正午（午前９時半集合）
※１日のみの参加も可。
▽ところ　①Ｖボウルカフェ弘前
（高崎２丁目）／②アサヒボウル（土
手町）
▽対象　ボウリング初・中級の市民
▽参加料　1,000 円（プレー代、
保険料を含む。１日のみの参加は
500円）
▽申込先　２月４日までに参加料を
添えて、Ｖボウルカフェ弘前（☎
27・4145）かアサヒボウル（☎ 
35・0363）のフロントへ。
■問各ボウリング場へ。

 暮らしのinformation

ンター（十面沢字轡）
▽観覧料　無料
■問文化財課埋蔵文化財係（☎ 82・
1642）

ひろさき合コンリーグ
「冬の陣」開催
～冬の夜　ＨＯＴな出会いと　旨い
料理（メシ）～
▽とき　２月 28 日、午後７時～
10時半（受け付けは午後５時半～
６時半）
▽ところ　鍛冶町・土手町周辺の飲
食店
※約60 店舗参加予定。
▽参加料　男性＝ 4,500 円、女性
＝3,500 円
※チーム戦と個人戦があります。な
お、参加資格など詳細についてはお
問い合わせください。
■問弘前商工会議所青年部事務局（☎ 
33・4111）

公民館スポーツ
フェスティバル
 「オトナの運動会」を開催します。
童心に返って楽しみませんか。
▽とき　２月22日（日）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）体育館

▽内容　運動会種目（パン食い競争、
逃げる玉入れ、二人三脚リレーほか
全７種目を予定）、景品持ち寄りビ
ンゴ大会、表彰式
▽対 象　18 歳～ 50 歳の市民＝
30人（先着順）
▽参加料　300円
▽持ち物　内履き、ビンゴ景品
■問２月13日までに、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

りんご新品種栽培研修会

　りんごの新品種について、試食会
を交えながら、今後の動向や、民間
育種などの研修会を行います。
▽とき　１月22日（木）
　　　　午後３時から
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽講師　今智之さん（板柳町産業振
興公社りんごワーク研究所りんご指
導監）
▽受講料　無料
■問りんご課（☎40・7105）

環境整備センターの教室

【布ぞうり作り体験教室】
　家庭にある使い
古しのタオルなど
を使って布ぞうり
を作ります。
▽とき　１月31日
（土）、午前９時半
～午後３時
▽講師　石田美津子さん
▽対象　中学生～大人＝20 人（初
めて参加する人を優先します）
▽持ち物　タオル４枚（約 35㎝×
80㎝）、手ぬぐい２枚（使い古しの
もので構いません）、昼食、作業し
やすい服装
【親子で楽しむエコスイーツクッキ
ング教室】
　食材の皮も無駄にしないエコなお
菓子作り教室です。
▽とき　２月７日（土）、午前 10
時～午後０時半
▽内容　りんごとかぼちゃのケー

弘前大学大学院人文社会科学
研究科大学院生公開研究発表
会と修士論文成果発表会
【大学院生公開研究発表会】
▽とき　１月 28 日（水）、午後２
時半～４時半（予定）
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
▽内容　米文学と南アジア史、経営
学を専攻する１年生が研究内容を発
表
【修士論文成果発表会】
▽とき　２月４日（水）、午後５時
～８時（予定）
▽ところ　弘前大学コラボ弘大（文
京町）８階八甲田ホール
▽内容　２年生が完成させた論文を
発表
※いずれも事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文学部教務担当（☎
39・3941、 ■Ｈ http://human.
cc.hirosaki-u.ac.jp/jinbun/
web/index.html）

史跡大森勝山遺跡
公開活用事業成果報告展
　大森勝山遺跡の概要と関連イベン
トを写真パネルで紹介します。
▽とき　１月31日～３月１日
▽ところ　裾野地区体育文化交流セ
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 教室・講座
 

　市では、子どもの夢を応援する事業を実施しています。
今回、中学生を対象とした国際交流関係事業（アメリカ、
台湾への訪問）の報告会と、自らの実体験に基づき「命
の授業」講演家として活動している元教員の腰塚勇人さ
んによる講演会を開催します。
▽とき　２月15日（日）、午後１時～４時
▽ところ　総合学習センター（末広４丁目）
▽講演　「命の授業～今の幸せに気づくことから夢はひろがる～」
▽対象　市民＝200人（先着順）
▽入場料　無料
▽申し込み方法　ファクスまたはＥメール（住所・氏名・電話番号を記入）
で学校教育改革室（■Ｆ 82･5899、■Ｅ kyouikukaikaku@
city.hirosaki.lg.jp）へ。
▽その他　駐車場には限りがありますので、なるべく公共交
通機関をご利用ください。
■問学校教育改革室（☎82・1645）

 

ＱＲコード

子どもの夢応援関係事業報告会

腰塚勇人さん講演会　　　　　
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参してください。なお、代理人によ
る申請はできません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎33・5657）　

平成 27 年度県立弘前高等
技術専門校入校生募集
　平成 27年４月入校生の短期課程
試験を次のとおり実施します。詳し
くは問い合わせを。
▽募集科と定員　造園科＝ 15人／
配管科＝20人
▽応募資格　職業に必要な技能と知
識を習得したい人
▽訓練期間　平成 27年４月～平成
28年３月（１年間）
▽受付期間　2月 12日まで
▽試験日　２月19日（木）
■問県立弘前高等技術専門校（☎
32・6805）／弘前公共職業安定
所（☎ 38・8609）

平成 27 年度障害者職業
訓練校入校生募集
▽募集科と定員　製版科・ＯＡ事務
科＝各 15人（身体障がい者の人が
対象）／作業実務科＝ 10人（知的
障がい者の人が対象）
▽応募資格　障がいが安定し、体力
的・精神的に１年間の訓練に耐えら
れ、就職を希望する人で、集団生活
に支障がなく、職業的自立が見込ま
れる人
※その他の要件については、お問い
合わせください。
▽訓練期間　平成 27年４月～平成
28年３月（１年間）
▽募集期間　２月12日まで
▽試験日　２月20日（金）
▽応募手続き　弘前公共職業安定所
（南富田町）に備え付けの願書に記
入し、同所に提出を。
■問県立障害者職業訓練校（☎ 36・
6882）

自衛官募集

【防衛大学校一般採用試験（後期）】
▽受験資格　高校卒業（本年度卒業
見込みを含む）で21歳未満の人
▽受付期間　１月21日～ 30日
▽試験日　１次＝２月 28日／２次
＝３月13日

▽試験場所　防衛大学校（神奈川県
横須賀市走水）
【幹部候補生】
▽受験資格
○一般・音楽・飛行要員…22歳以
上 26 歳未満の人（20 歳以上 22
歳未満の人は大学卒業〈本年度卒業
見込みを含む〉）／大学院修士学位
取得者（見込みを含む）は28 歳未
満の人
○歯科…専門の大学卒業（本年度卒
業見込みを含む）で 20歳以上 30
歳未満の人
○薬剤科…専門の大学卒業（本年
度卒業見込みを含む）で 20歳以上
28歳未満の人
▽受付期間　３月１日～５月１日
▽試験日　一般・音楽・歯科・薬
剤科＝５月 16日／飛行要員＝５月
17日
▽ 試験場所　弘前大学記念会館（文
京町）を予定
【予備自衛官補】　
▽受験資格
○一般…18歳以上 34歳未満の人
○技能…18歳以上で国家免許資格
などを有する人（資格により 53歳
未満～ 55歳未満の年齢上限あり）
▽受付期間　３月24日まで
▽試験日　４月 10日～ 14日（い
ずれか１日を指定します）
▽試験場所　一般・技術…青森駐屯
地（青森市浪館字近野）、技能（甲）
…仙台駐屯地（仙台市宮城野区）を
予定
■問自衛隊弘前地域事務所（城東
中央３丁目、☎ 27・3871、■Ｅ
aomori.pco.hirosaki@rct.gsdf.
mod.go.jp）

中南地域県民局県税部
からのお知らせ
【県税納税証明書の交付申請】　
　官公庁の入札参加資格審査申請、
建設業許可申請、所得税確定申告、
金融機関の融資申し込みなどのた
め、県税（法人県民税・法人事業税・
地方法人特別税・個人事業税など）
の納税額または未納額がないことの
証明書が必要な人は、必要書類を準
備してください（納税間もない時は、
領収証書の提示を）。
　納税証明書は、納税者の皆さんの
大切な情報を証明するものです。窓

口での確認は厳正に行っていますの
で、ご理解をお願いします。
※必要書類について、詳しくはお問
い合わせを。
【差し押さえ財産の公売】
　県では、不動産や動産などの差し
押さえ財産について、インターネッ
トオークションを利用して売却する
インターネット公売を実施していま
す。
　公売情報や入札方法は、随時県
ホームページ（http://www.pref.
aomori.lg.jp/life/tax/008_
koubaiindex.html）で公開して
いますので、確認の上、ぜひ参加く
ださい。
■問中南地域県民局県税部納税管理課
（蔵主町、弘前合同庁舎内、☎ 32・
4341）

2015 年農林業センサスに
ご協力ください
　全国すべての農林業関係者を対象
にした“農林業の国勢調査”といわ
れる「2015年農林業センサス」が
２月１日現在で実施されます。
　この調査は、今後の農林業の政策
に役立てるために５年ごとに実施さ
れる極めて大切な調査です。
　1月中旬から農林業を営んでいる
皆さんのところに調査員が訪問し
て、調査票に農林業の経営状況など
の記入をお願いしますので、ご協力
をお願いします。
■問行政経営課統計情報分析担当（☎
34・3575〈農林業センサス専用〉）

胃がんリスク検診

　平成27年４月１日までに40歳・
45歳・50歳・55歳になる人を対
象に、胃がんリスク検診の受診券を
送付しています。
　問診および血液検査で胃粘膜の萎
縮度とピロリ菌感染の有無を検査
し、検査結果により精密検査を勧め
るものです。対象者は、この機会に
ぜひ受診してください。
　なお、この胃がんリスク検診は、
胃がんを直接見つけるものではない
ので、これまで同様、胃がん検診も
受診しましょう。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

 暮らしのinformation

りたい自分”になるための「モノ・
ココロの整理術」を学ぶセミナーで
す。
▽とき　１月29日（木）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）２階視聴覚室
▽対象　15歳～ 44歳の求職者
▽参加料　無料
▽申し込み締切　１月26日（月）
▽その他　就職についての相談は随
時受け付けています。最寄りの場所
まで出向くことも可能ですので、お
問い合わせください。
■問ひろさき若者サポートステーショ
ン（☎32・2005）

多重債務・消費生活
法律相談会
　多重債務者が債務を整理して生活
再建に向かうための手助けとして、
弁護士が無料で相談に応じます。ま
た、多重債務以外の消費生活に関す
る法律相談にも応じます。
　相談希望者は、事前予約の上、債
務状況が分かる資料などを持参して
ください。
▽とき　１月31日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽対象　市民＝４人
■問 市民生活センター（☎ 34・
3179）

くらしとお金の安心相談会

▽とき　２月４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
※事前の申し込みが必要。
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

市有地の売払い

　市で所有する土地を一般競争入札
で売払いします。希望する人は財産
管理課で配布、または市ホームペー
ジに掲載している募集案内を参照の
上、申し込みください。

▽売払地　独狐字松ケ沢 20番５／
面積＝ 1589.18㎡／最低売却価格
＝854万 9,788 円
▽申込期間　１月 15日～ 29日の
午前９時～午後５時
▽入札日時　２月６日（金）、午後
２時15分から
▽ところ　市役所５階入札室
■問 財産管理課財産係（☎ 35・
1120）

ベビーレッスン

▽とき　２月 15 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
■問２月２日～12 日に、弘前市保健
センター（☎37・3750）へ。

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝２月 13～ 16日／大型特殊自
動車運転免許証（カタピラ限定なし）
保有者＝２月13日・14日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝弘果弘前中
央青果（末広１丁目）
▽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
で18歳以上の人
▽定員　10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円／大型特殊自動車運転
免許証（カタピラ限定なし）保有者
＝ 4,000 円（ともに別途テキスト
代1,620 円が必要）
▽申込期間　１月 23日～ 30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（有効期限
内のもの）、自動車運転免許証を持

市民ボランティアによる
パソコン講座
【ワード 2010 入門講座】
▽と き　２月 10 日・17 日・24
日の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　ワープロソフト（ワード
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※ワード 2010 以外のバージョン
を使っている人は操作方法が異なり
ますので、ご注意ください。
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、
昼食
▽受け付け開始　１月 25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）

１月 26 日は「文化財防火デー」

　大切な文化財を火災などの災害か
ら守るため、消防訓練を行います。
○弘前地域
▽とき　１月26日（月）　
　　　　午前９時半から
▽ところ　旧第五十九銀行本店本館
（元長町）
○岩木地域
▽とき　１月26日（月）　
　　　　午前10時半から
▽ところ　高照神社（高岡字神馬野）
※訓練の際、消防車がサイレンを鳴
らして走行しますので、火事と間違
えないようご注意ください。
■問文化財課（☎82・1642）

就職支援プログラム

【ライフオーガナイズセミナー】
　自分自身をコントロールして“な

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

 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
２／８ よしだ耳鼻科・小児科（中

野２）
☎33・2306

22 ＥＳＴクリニック（福村）☎29・5500
歯　科

２／１ なかざわ歯科（北川端町）☎35・0601
８ 木村歯科医院（品川町） ☎32・3894
11 平山歯科診療所（本町） ☎32・3705
15 赤石歯科医院（上瓦ケ町）☎33・4181
22 柴田歯科医院（賀田１） ☎82・5322

インフルエンザにご注意を

　季節性インフルエンザは、例年
12月から３月ごろにかけて流行し
ますが、全国では、昨年から３週間
早く、県内でも２週間早く流行期に
入っています。市内でも患者報告数
が増えていますので、次のことを心
掛けてください。
【インフルエンザ予防対策】
①外出時はマスクを着用し、体調が
悪いときは、人込みをなるべく避け
る／②帰宅したら手洗い・うがいを
する／③せき・くしゃみなどの症状
があるときは、マスクを着用する／
④過労や睡眠不足にならないよう、
十分な栄養や休養をとる／⑤室内が
乾燥しないよう気を付け、適度な湿
度を保つ
【インフルエンザにかかったら】
①普通の風邪だと軽く考えず、マス
クを着用して早めに医療機関を受診
する／②安静にして、休養をとる。
特に、睡眠を十分にとる／③水分を
十分に補給する（お茶やスープなど
飲みたいもので構わない）／④せき・
くしゃみなどの症状があるときは、
周りの人にうつさないよう、マスク
を着用する／⑤人込みや繁華街への
外出を控え、無理をして学校や職場
などに行かない

大人のためのブラッシング講座

　本講座では、歯科衛生士による正
しいブラッシング指導のほか、お口
のマッサージの仕方、歯周病・お口
の健康にまつわる講話を行います。
参加者には歯ブラシをプレゼントし
ます。
▽とき　１月29日（木）
　　　　午前10 時～ 11 時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽持ち物　歯ブラシ、タオル１枚
▽申し込み方法　１月 19 日～ 27
日（土・日曜日を除く）に、弘前市
保健センターへ電話で申し込みを。

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　２月３日～ 24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＝25人
▽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　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・サ
ークル名を記入し、１月 26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。
※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。

65 歳からの
アンチエイジング講座
　テーマは「知っておきたい認知症
～早期発見のポイント～」です。
▽とき　２月５日（木）、午後１時
半～２時半（受け付けは午後１時か
ら）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　精神保健福祉士による講話
▽対象　おおむね65 歳以上の市民
＝50 人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　１月 23 日～ 30
日（土・日曜日を除く）に、弘前市
保健センターへ電話で申し込みを。

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

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
２／１ 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
８ 山内整形外科（城東４） ☎26・3336
11 福士医院（新里） ☎27・1525
15 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
22 西弘前クリニック（中野

１）
☎32・4121

内　科
２／１ 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

８ さがらクリニック（桔梗
野１）

☎37・2070

15 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

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。
▽２月の相談日
〇ヒロロ会場（３階健康広場）＝
13 日・22 日の午前 10 時～午後
３時
〇弘前市保健センター会場＝９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）

～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 PopulationPopulation

・人口　  178,162人　   （－              47）
　 男　　  81,547人　   （＋             　1）
　 女　　  96,615人　   （－              48）
・世帯数　 72,871世帯    （±　       0）
平成 26年 12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

　雪に強い街を目指して、新たな除排雪・融雪などの総合的な取り組みに
ついて紹介します。
○放送日　１月24日（土）、午前９時45分～ 10時
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

「総合的雪対策への取り組み
　　　　　～雪に強い街日本一を目指して～」

 暮らしのinformation

造業　735円（改正前721円）
③各種商品小売業　727 円（改正
前714円）
④自動車小売業　766 円（改正前
753円）　
　なお、県内で働くすべての労働
者と使用者に適用される「青森県
最低賃金」は平成 26 年 10 月 24
日から、時間額 679 円に改正され
ています。詳しくはホームページ
（http://aomori-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/）をご覧くださ
い。
■問青森労働局賃金室（青森市新町２
丁目､ ☎青森 017･734･4114）

灯油などの流出事故に注意を！

　例年、燃料タンクの配管破損やポ
リタンクなどに小分けにするときの
不注意が原因で、灯油などを流出さ
せる事故が多く発生しています。事
故を未然に防ぐためにも、次のこと
を心掛けましょう。
①燃料タンクからポリタンクなどに
小分けにするときは、最後までその
場を離れない
②燃料タンクの配管を除雪機などで
傷つけないために、雪が積もっても
配管の位置が分かるように目印を付
ける
③燃料タンク内の減り具合が早いと
きや、燃料タンクの周囲で油のにお
いがするときは、油が漏れていない
か調べる
④燃料タンクの周りに防油堤を付け
る
　万が一、油が漏れても、決して中
和剤や洗剤などは使わずに、速やか
に環境管理課または消防本部にご連
絡ください。
■問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）／消防本部予防課（☎32・
5104）

国保人間ドック・脳ドック

　ドックは受診機関での受け入れ人
数に限りがありますので、お早めに
申し込みください。
○国保人間ドック（有料）
■問国保年金課（市役所１階、窓口
157、☎ 35・1116）または鳴海
病院（☎フリーダイヤル 0120・
52・1172）
○国保脳ドック（有料）
■問鳴海病院健康管理センター（☎フ
リーダイヤル0120・52・1172）、
木村脳神経クリニック（☎ 31・
3117）、健生病院（☎フリーダイ
ヤル0120・32・1179）
※詳しくは「平成26 年度健康と福
祉ごよみ」28 ページをご覧くださ
い。

まだ受診していない人へ

　生活習慣病を早期発見・早期治療
し、将来重大な病気につながらない
ようにするため、次の人を対象とし
て健診を無料で実施中です。
　カラダの定期点検として、毎年受
診しましょう。
▽対象　国民健康保険に加入してい
る40 歳以上の人または後期高齢者
医療制度に加入している人
▽料金　無料
※健診には約１万円の費用が掛か
りますが、「受診券」を使用するこ
とで無料で受診できます。詳しく
は「平成26年度健康と福祉ごよみ」
27 ページ、29 ページをご覧くだ
さい。
■問国保特定健康診査について…国保
年金課国保運営係（☎ 35・1116）
／後期高齢者健康診査について…
国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）

相続登記に関する無料相談

  毎年２月は「相続登記はお済みで
すか月間」です。これにちなみ青森
県司法書士会では、相続登記に関す
る無料相談会を実施します。
▽とき　２月１日～ 28日（土・日
曜日、祝日を除く）
▽ところ　県内の各司法書士事務所
※事前に各司法書士事務所に予約を
してください。
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

税務署からのお知らせ

　平成 27年１月１日以降の相続ま
たは遺贈に関する相続税について
は、基礎控除の額が引き下げられ、
次のようになります。
　3,000 万円＋（600 万円×法
定相続人の数）
※亡くなった人から相続などによっ
て財産を取得した人それぞれの課税
価格の合計額が、相続税の基礎控除
額を超える場合、財産を取得した人
は、相続税の申告が必要です。なお、
税務署での面接による個別相談を希
望する人は、事前に電話で予約の上
おいでください。
■問弘前税務署個人課税第１部門（☎
32・0331、自動音声案内２）

必ずチェック最低賃金！
使用者も労働者も
　青森県特定（産業別）最低賃金が
平成 26 年 12 月 21 日から改正さ
れています。金額（時間額）は次の
とおりです。
①鉄鋼業　800円（改正前787円）
②電子部品 ･ デバイス ･ 電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製

 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/

 

出場者・観覧者募集

　ＮＨＫ青森放送局と弘前市では、「ＮＨＫのど自慢」を実施します。
▽とき　３月８日（日）、午前11時 45分開演（午前11時開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽放送日　３月８日（日）、午後０時 15分～１時（総合テレビ・
ラジオ第一・国際放送）

●出場申し込み●
▽対象　15歳以上（中学生を除く）で、原則として
アマチュアの人
※大学生・高校生は職業の欄に部活動などを明記。
▽定員　250 組（応募多数の場合は、選出の上、前
日の予選会に出場していただきます）
▽申込方法　1月 26日までに、往復はがきに必要事
項を記入の上、〒030・8633、ＮＨＫ青森放送局「の
ど自慢」出場係へ申し込みください（応募は１人１通、
グループの場合は代表者が応募）。
【往信用裏面】郵便番号、住所、名前（ふりがな）、年齢、
性別、職業（具体的に）、電話番号、歌う曲名と歌手名、
選曲理由
※グループの場合は人数、全員の名前と年齢を明記。
【返信用表面】郵便番号、住所、名前（返信用裏面に
は何も書かないでください）

●観覧申し込み●
▽申込方法　1月 26日までに、往復はがきに必要事
項を記入の上、〒030・8633、ＮＨＫ青森放送局「の
ど自慢」観覧係へ申し込みください。
【往信用裏面】郵便番号、住所、名前、電話番号
【返信用表面】郵便番号、住所、名前（返信用裏面に
は何も書かないでください）
※はがき１枚につき２人入場可。応募多数の場合は抽
選で入場整理券を送付します。１歳以上のお子さんか
ら入場整理券が必要。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）／ＮＨＫ青森放送局「のど自慢」係（☎青森
017・774・5188＜自動音声案内＞）
※ご応募の際にいただいた情報は、抽選または選出結
果の連絡のほか、ＮＨＫの受信料のお願いに使用させ
ていただくことがあります。

♪予選会♪
▽とき　３月７日（土）
　　　　午前 11 時 45 分～
▽結果発表　午後５時（予定）

前川清 長山洋子

弘前市民会館開館 50 周年記念

 

税の申告を忘れずに

　平成 27年度（平成 26年分）の所得税・個人市民
税県民税の申告が始まります。
　申告の日程などについては、本紙と同時配布の「平
成 27 年度市民税県民税申告のお知らせ」をご覧くだ
さい（申告書は同お知らせの最終ページにあります）。
なお、スムーズな申告の受け付けと待ち時間短縮のた
め、次の方法での申告についてご協力をお願いします。
○自書申告　営業・農業・不動産所得などの収支内訳
書の作成や、医療費控除を受ける際の医療費の総額計
算は、自身で行うようお願いします。
○郵送申告　申告書は郵送で提出することができま
す。申告書に必要事項を記入・押印の上、３月16日（必
着）までに郵送してください。また、添付書類の返送
や申告書の控えの送付を希望する場合は、その旨を記
載の上、返信に必要な金額の切手を貼った返信用封筒
を同封してください。
■問い合わせ・提出先　市民税課市民税第二・第三係

申告が始まります
弘前税務署からのお知らせ

所得税・消費税確定申告書作成会場の開設

▽とき　２月９日～３月16日（土・日曜日、祝日を
除く）、午前９時～午後４時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）１階多目的ホール
※市立観光館駐車場を利用しても、無料駐車券の発行
はしませんので、ご了承ください。なお、２月６日ま
では弘前税務署で対応しますが、混雑が予想されます
ので、市立観光館での上記開設期間のご利用をお願い
します。
■問い合わせ先　弘前税務署個人課税第一部門（本町、
☎ 32・0331、自動音声により案内しますので、案
内に従って番号を選択してください）

（〒 036・8551、上白銀町１の１、☎ 40・7025、
40・7026）

所得税・個人市民税県民税の

※申告期間中は駐車場および周辺道路が大変混
雑しますので、なるべく公共交通機関のご利用
をお願いします。


