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　また、作家としての活動も続けており、「青」を基
調とした作風の優れた作品を多数発表し、数々の賞を
受賞したほか、弘前市立博物館（下白銀町）など市内
をはじめ、青森県立美術館（青森市安田字近野）やパ
リなど国内外で展覧会を開催するなど、市民はもとよ
りたくさんの人々に芸術作品の鑑賞の機会を創出して
います。 
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洋画家 佐野ぬいさん 名誉市民に

 　このほか、公共の場への作品の設置も行っており、
昨年11月には、昭和39年の開館以来、市民の芸術・
文化の発表、鑑賞の場として親しまれてきた弘前市民
会館（下白銀町）に、開館50周年を記念し、佐野ぬ
いさんが原画を制作したステンドグラス「青の時間」
（広報ひろさき３月１日号表紙に掲載）を設置しまし
た。故郷である津軽弘前の、さわやかですがすがしい
雪解けの空を思いながら、当市のために書き下ろした
ものです。
  市では、記念式典を開催し、名誉市民章などを贈り
顕彰するほか、受賞を記念した企画展を７月に開催す
る予定です。
■問い合わせ先　政策推進課（☎40・7022）

　当市出身で、洋画の指導者として半世紀以上を女子
美術大学（東京都杉並区）とともに過ごし、画家とし
ても、女性抽象画家の第一人者として活躍している佐
野ぬいさん。
　その功績をたたえ、名誉市民の称号を贈ることが決
まりました。
　名誉市民とは、弘前市名誉市民条例に基づき、市民
または当市にゆかりの深い人で、広く社会の発展およ
び文化の興隆に貢献し、その功績が特に著しく、市民
から深く尊敬されている人に対して贈られる称号で
す。現在の名誉市民条例は、平成18年２月の市町村
合併時に制定しましたが、これまで選考されておらず、
新弘前市としては初めての名誉市民となります。
　佐野さんは、「佐野ぬいブルー」と呼ばれる独特な
青を基調に、明快な色彩とフォルムで独自の世界を確
立し、「青の作家」とも称される、日本を代表する洋
画家です。
　昭和７年、弘前市に生まれ、弘前中央高等学校卒業
後、女子美術大学芸術学部洋画科へ入学。大学卒業後
は、助手を経て、専任講師、助教授、教授、大学院教
授を務め、平成 11年に名誉教授、平成 19年には、
女性として２人目となる第 16代学長に就任し、後進
の指導にあたりました。この長年にわたる功労により、
平成24年には、瑞宝中綬章を受章しています。
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　　桜を上から眺めてみませんか！
　市役所本館の屋上
を開放し、日本一の
桜と岩木山を一望で
きる絶好の位置に観
覧場所を設置します。
地上約 14 ｍからの
絶景をぜひご覧くだ
さい。
▽とき　４月18日～５月６日の午前９時～午後５時
（最終入場は午後４時半）
▽ところ　市役所本館屋上
■問い合わせ先　財産管理課（☎35・1120）

　　園内をご案内します（無料ガイド）
　弘前観光ボランティアガイドの会がご案内します。
追手門と東門付近に詰所がありますので、気軽にご利
用ください。
▽案内時間　４月19日～５月６日の午前９時～午後
５時（受け付けは午後４時まで）
※事前予約は受け付けていませんので、案内までお待
ちいただく場合があります。
▽案内範囲　弘前公園
▽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
（弘前観光コンベンション協会内、☎35・3131）

　　車いす応援隊
　車いす応援隊では、さくらまつりに来園した車いす
利用者の介助や、車いすの貸し出しを行います。
▽活動日時　４月23日～５月６日の午前９時～午後
４時（事前予約は受け付けていません）
▽活動場所　弘前公園内
▽利用料　無料
■問い合わせ先　弘前市ボランティアセンター（☎
33・2039）

　　旧紺屋町消防屯所特別公開

　市の「趣のある建物」に指定され、洋風の外観に火の
見櫓が特徴的な旧紺屋町消防屯所を特別公開します。
▽とき　４月18日～５月６日の午前９時半～午後４
時半
▽ところ　旧紺屋町消防屯所
■問い合わせ先　財産管理課（☎35・1120）

◎弘前公園内では火気の使用はできません。
◎ごみの削減・持ち帰りにご協力ください。
◎弘前公園までは公共交通機関のご利用を。

ご協力を

弘前城（本丸・北の郭）入園料 
午前７時～午後９時 大人（高校生以上） 310 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）
天守への入館料を含む。
※午後９時以降は無料（天守は午後９時で閉館）。
※４月 18 日～ 22 日、５月６日は午前９時から午後５時ま
で有料。
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）

弘前城植物園入園料
午前９時～午後６時 大人（高校生以上） 310 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）
入園券の発売は午後５時半まで／休園日…なし
※４月 18 日～ 22 日、５月６日は午後５時までで、入園券
の発売は午後４時半まで。
※ 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。年齢や住所、身分を証明できるものの提示を。
◆問い合わせ先　植物園（☎ 33・8733）

藤田記念庭園入園料
午前９時～午後９時 大人（高校生以上） 310 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）
休園日…なし
※４月 18 日～ 22 日、５月６日は午後５時まで有料。
※ 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。年齢や住所、身分を証明できるものの提示を。
◆問い合わせ先　記念庭園（☎ 37・5525）

お得なセット（弘前城・植物園・記念庭園）入園料
大人（高校生以上） 510 円（460 円）
子供（小・中学生） 160 円（130 円）

◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）
通年券（購入日から１年間有効、期間中何度でも入場可）

・３施設（弘前城・植物園・記念庭園）共通通年券
大人（高校生以上）  …2,050 円 子供（小・中学生）…610 円
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）／植物園（☎
33・8733）／記念庭園（☎ 37・5525）
・３施設（弘前城・植物園・記念庭園）各通年券
大人（高校生以上）  …1,020 円 子供（小・中学生）…300 円
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）

※料金の（　）内は 10 人以上の団体料金。

開会式 4 月 23 日、午前 10 時～／下
乗橋前

演芸場
（護国神社前）

津軽の郷土芸能などを、まつり
期間中随時披露

2015 津軽三味線
世界大会

5 月 3 日・4 日、開場＝午前 9
時／市民会館（下白銀町）／入
場料…当日券＝ 2,000 円、両
日券＝ 3,500 円／問い合わせ
先　津軽三味線世界大会実行
委員会事務局（笹川さん、☎
携 帯 070・5322・3341 ～
3343）

2015 津軽五大民謡
全国大会

5 月 5 日、開演＝午前 10 時／
市民会館（下白銀町）／入場
料＝ 1,000 円／問い合わせ先
　陸奥新報社事業部（☎ 34・
3111）

■開花状況やまつり期間中の催しなど、まつりに関
する問い合わせ先　市立観光館（追手門広場内、☎
37・5501 ／４月 23 日～５月６日は午後９時まで
開館）
※弘前公園の桜情報は、インターネット（http://
www.hirosakipark.or.jp/) でも閲覧できます。

　弘前城本丸東側石垣の修理事業に備え、平成26年
11月から内濠の埋め立て工事を行いました。
　４月23日～５月６日には、埋め立てた内濠を開放
（東内門付近から入場）し、いつもと違う角度から天
守や桜・石垣を見ることができます。
　なお、弘前城天守は、８月下旬に実施予定の曳屋
（ひきや）工事に備え、５月 10日で閉館します。５
月 11日以降は曳屋用の足場やレールの設置作業に入
る予定です（本丸への入場は５月11日以降も可）。
▽内濠開放時間　午前７時～午後９時（４月23日は
開会式終了後から）
▽天守公開期間　５月10日（日）まで
※天守は弘前公園有料区域の公開時間に合わせて開館
します。
■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）

 　　４月２３日～５月６日に
　　埋め立てた内濠を開放 !!
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弘前さくらまつり
会期：４月 23 日～５月６日（午後 10 時まで夜間照明を点灯）

※桜の早咲きに対応して、４月 18 日～ 22 日までは準ま
つり期間として出店や夜間照明を実施します。詳しくは、市
ホームページなどをご覧ください。

４月 18 日から
みんなを待ってるよ !!
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　　中心市街地誘導型
　　パークアンドライド
　さくらまつり期間中の、中心市街地の渋滞緩和と街
歩きの誘導を図るため、郊外に臨時無料駐車場を設置
し、土手町までの無料シャトルバスを運行します。ま
た、弘南鉄道大鰐線利用者は、弘前公園有料区域と藤
田記念庭園の入園料が無料になりますので、こちらも
ぜひご利用ください。
【臨時駐車場】
▽実施期間　４月18日～５月６日
▽利用料　無料
▽臨時駐車場（収容台数）　①堀越雪置き場（500台）、
②弘果弘前中央青果（200 台）、③さくら野百貨店
弘前店（200 台）、④土手町倉庫（旧土手町分庁舎、
80台）、弘南鉄道大鰐線沿線駐車場…⑤大鰐駅（50
台）、⑥石川プール前駅（20台）、⑦石川駅（５台）、
⑧小栗山駅（小栗山農村交流公園、15台）
▽利用可能時間　①②④⑧…午前９時～午後６時（④
は４月 20 日～ 24 日、27 日・28 日・30 日、５月
１日の平日の利用は不可）／③…午前９時～午後８時
／⑤⑥⑦…午前６時～午後10時半
【シャトルバス】
▽運行日　４月18日～５月６日
▽乗車料　無料
▽運行区間　堀越雪置き場～弘果弘前中央青果～さく
ら野百貨店弘前店～土手町（南瓦ケ町バス停）
▽運行時間　行き（堀越発）…午前 10時以降 30分

おき→午後３時最終／帰り（土手町発）…午前 11時
以降 30分おき→午後５時半最終
【弘南鉄道大鰐線利用者の弘前公園入園料無料について】
▽実施期間　４月18日～５月 10日
▽対象　弘南鉄道大鰐線を利用し、中央弘前駅で下車
した人
※中央弘前駅改札口で発行される「乗車証明書」を公
園券売所に提出すると、弘前城（本丸・北の郭）、弘
前城植物園、藤田記念庭園の３施設が無料（乗車当日
に限る）となりますので、ぜひご利用ください。
■問い合わせ先　都市政策課（☎35・1134）
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臨時無料駐車場 収容台数（台）

①堀越雪置き場 500

②弘果弘前中央青果 200

③さくら野 200

④土手町倉庫 80

⑤弘南鉄道　大鰐駅 50

⑥　　〃　　石川プール前駅 20

⑧

⑦　　〃　　石川駅 5

　　〃　　小栗山駅
（小栗山農村交流公園）

合 計
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※①②④⑧は午前９時～午後６時。
※③は午前９時～午後８時。
※⑤⑥⑦は午前６時～午後10時半。
※④は平日（４月20日～24日、27日・
28日・30日、５月１日）は利用できません。
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中心市街地誘導型パークアンドライド臨時無料駐車場 
運行区間 運行日時

堀 越～弘 果～さくら野～土手町

４月18日（土）～５月６日（水） 

2

●堀越発
　
●土手町発
　午前11時以降30分おき…午後５時半（最終）

午前10時以降30分おき…午後３時（最終）
シャトルバス
（無　料）

・シャトルバス案内図

弘前市運動公園
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弘前さくらまつり

　　カラーコーンの設置にご理解・協力を
　4 月 18 日～ 5 月 6 日は、違法駐車車両の排除や
交通渋滞の防止、無理な横断者の交通事故防止を図る
ため、東門から亀甲町交差点にかけてカラーコーンを
140 本設置しています。これについて、「美観を損ね
る」「自転車走行の妨げになっている」などの理由か
ら撤去要望がありますが、県内外から訪れる観光客の
安全・安心を第一に、道路における危険防止と円滑な
交通の流れを確保するために必要な措置ですので、ご
理解とご協力をお願いします。
■問い合わせ先　観光政策課（☎ 35・1128）
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　　4 月 18 日～ 5 月 6 日の
　　駐車場開場時間の変更
　4 月 18 日～ 5 月 6 日、次の駐車場の開場時間が
変更になります。
◎市役所駐車場
▽開場時間　午前７時～午後10時
※通常は午前７時～午後９時半。
◎市立観光館駐車場
▽開場時間　午前６時～午後10時
※通常は午前８時～午後10時。
◎弘前文化センター駐車場
▽開場時間　午前６時～午後10時
※通常は午前８時～午後10時。
～共通事項～
※午後 10時を過ぎると出庫できなくなりますので、
ご注意ください。
■問い合わせ先　市役所駐車場…財産管理課（☎
35・1120）／市立観光館駐車場…観光政策課（☎
35・1128）／弘前文化センター駐車場…弘前文化
センター（☎33・6561）

　　市役所駐車場は左折での入庫・

　　出庫にご理解とご協力を
　さくらまつり期間中は、会場の弘前公園周辺が大変
混み合います。市役所駐車場も右折待機車による渋滞
が例年発生しておりますので、渋滞緩和のため、市役
所駐車場の入庫、出庫の際は、左折のみとさせていた
だきます。
　なお、駒越町方面からは、う回路として塩分町（市
道塩分町線）を、城西・茂森町方面からは、森町（市
道森町品川町線）を経由してください。
　また、駐車場が満車となった場合は、入庫を制限さ
せていただく場合がありますので、公共交通機関や周
辺の駐車場（市役所に用事のある人を除く）もご利用
ください。
■問い合わせ先　財産管理課（☎35・1120）

　　弘前さくらまつり知床フェア
　昨年に引き続き、知床世界自然遺産10周年を迎え
る友好都市斜里町の観光PRと特産品の販売を行いま
す。海産物・農産加工品など、知床斜里の味覚を取り
揃えていますので、この機会にぜひおいでください。
▽とき　５月２日・３日の午前10時～午後４時
▽ところ　追手門広場（下白銀町）
▽販売品　海産物（さけ筋子・いくら、サケ親子漬け、
ホッケ味噌漬、鮭とば、さざ波サーモンなど）、農産
加工品（でんぷん、小麦粉、ラーメン、にんじんジュー
スなど）、知床しゃりブランド品、各種スイーツなど
■問い合わせ先　知床斜里町観光協会（☎北海道
0152・22・2125）／弘前観光コンベンション協
会（☎35・3131）／商工政策課（☎ 35・1135）

市役所
追手門広場

弘前公園

平面藤田記念庭園

市役所駐車場

塩分町

森町

本町

←城西

茂森

←駒越町

入庫経路
出庫経路

右折禁止

立体

右
折
禁
止

　　楽天イーグルスふれあいパーク
▽とき　４月29日（水・
祝）
※時間についてはお問い
合わせください。
▽ところ　レクリエー
ション広場（弘前公園内）
▽内容　マスコット出
演、入門コーチによるトスバッティング、ストラック
アウト、チケット販売、ファンクラブ募集、ガラポン
抽選会（チケット購入、ファンクラブ入会の人を対象
にサイングッズが当たる！）
■問い合わせ先　弘前市プロ野球一軍戦誘致実行委員
会事務局（文化スポーツ振興課内、☎40・7115）

 

　“桜守”制服リリース記念として、
トークショーを開催します。
▽とき　4月 23日（木）、午後２時～３時半
▽ところ　市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４階）
▽出演者　伊勢谷友介さん、龜石太夏匡さん（リバー
スプロジェクト）、菊池武夫さん（デザイナー）、森本
尚孝さん（センチュリーテクノコア）、森田修史さん（デ
ジタルファッション）
▽定員　300人（４月上旬から申し込みの受け付け
を開始しています。先着順のため、定員になり次第
締め切りとなることをあらかじめご了承ください。）
▽参加料　無料
▽申込み方法　氏名（ふりがな）・電話番号・件名（「桜
守制服リリース記念トークイベント参加申込」）を記載
の上、ファクスかＥメールで申し込みを。
■問い合わせ先・申込先　産業育成課（☎32・8106、
フ ァ ク ス 35・1105、 Ｅ メ ー ル sangyo@city.
hirosaki.lg.jp）

伊勢谷友介・菊池武夫氏トークショー
in 弘前
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　市では、次代を担う国際化に対応した若者の才能を
育てるため、国際青少年研修協会が実施する高校生・
学生を対象とした海外派遣事業への参加費用の一部を
助成します。
【対象となる海外派遣事業】
◎高校生の夏休み海外派遣
▽日程と内容／参加料（予定）
①シンガポール・スクール体験＆ホームステイ（18
日間）＝７月30日～８月 16日／ 39万 5,000 円
②オーストラリア・スクール体験＆ホームステイ（18
日間）＝７月28日～８月 14日／ 55万 8,000 円
③イギリス英語研修＆ホームステイ（18 日間）＝７
月28日～８月 14日／ 69万 8,000 円
④カナダ・ボランティア体験＆英語研修（18 日間）
＝７月26日～８月 12日／ 66万 5,000 円
⑤オーストラリア生活文化体験＆ホームステイ（12
日間）＝７月30日～８月 10日／ 52万 8,000 円
⑥アメリカはじめてのキャンプ＆ホームステイ（10
日間）＝７月31日～８月 10日／ 49万 8,000 円
⑦フィジー無人島で基地作り＆のんびり村のホームス
テイ（９日間）＝７月30日～８月７日／42万5,000円
⑧フィリピン・プライベート英語研修＆ドミトリース
テイ（10 日間）＝７月 31日～８月 10日／ 38 万
5,000 円
※参加料はいずれも市の補助金交付前の額。内容など

については変更になる場合がありますので、ホーム
ページなどでご確認ください。
◎学生の語学留学プログラム
　海外で本格的に英語を学びたいという人へのプログ
ラムで、ホームステイでの海外生活や英語学習を通し
た幅広い交流を目的とします。
▽派遣先　カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュー
ジーランド、フィリピン
▽期間　２週間～（派遣先によっては１週間から可）
【市の補助金および事業参加申込について】
▽対象　市内に住所を有する県内の高校生および県内
の大学・短期大学・専修学校に在籍する学生
▽補助金額　24万円（協会への参加料納付前に交付）
▽申し込み方法　５月15日までに、参加申込書およ
び補助金申請書を文化スポーツ振興課（市役所２階、
窓口253）へ。
※申込書および申請書は同課で配布しています。
▽選考・交付　申し込みのあった生徒、学生のうち、
市の選考委員会において選考された高校生８人・学生
２人に対して交付（予定）します。
■問い合わせ・申込先　事業の内容について…国際青
少年研修協会（☎東京 03・6417・9721、Ｅメー
ル info@kskk.or.jp、ホームページ http://www.
kskk.or.jp）／申し込み・補助金について…文化ス
ポーツ振興課文化振興係（☎40・7015）

国際人育成支援事業費補助金国際人を目指す高
校生・学生を支援弘前市公衆無線 LAN

（Hirosakicity_Free_Wi-Fi）の
接続方法が簡単に！
　市では「中心市街地のインターネット接続環境の高
速化・容易化」と「当市を訪れる外国人を含む観光客
の情報入手の利便性向上」を図るため、弘前公園内お
よび周辺の公共施設に設置した無料の公衆無線ＬＡＮ
サービスを提供しています。
　４月 17 日からは「Hirosakicity_Free_Wi-Fi」
に接続する際の「セキュリティ・キー（暗号化キー）」
の設定を不要とし、便利で簡単に利用できます。

 

…利用可能エリア

弘前公園周辺拡大図

…利用可能施設

弘前市議会議員一般選挙

▽利用上の注意
①本サービスは、外国人を含む観光客をはじめ、誰も
が簡単に使えるようWEBなどを用いた無線の暗号化
を行っていません。そのため、悪意を持った利用者に
無線区間（端末からアクセスポイントまで）の通信内
容が傍受され、盗み見られる可能性があります。その
ため、クレジットカード番号や各種 ID・パスワード
などの重要な情報を送受信する場合は、セキュリティ
を確保する SSL 等をご利用するなど、利用者ご自身
の責任でご利用ください。
②アクセスポイントに接続した利用者の機器同士の接
続を遮断する「プライバシーセパレータ」を行ってい
ます。
③インターネット上の有害情報へのアクセスを規制す
る「フィルタリング」を行っていますが、青少年の利

用は、「青少年が安全に安心してインターネットを利
用できる環境の整備等に関する法律」の趣旨に基づき、
利用機器に対し保護者がフィルタリングソフトなどの
適用を図り、閲覧履歴の管理を行うなどの適切な対応
を行ってください。
④一度登録した IDは、30日間有効となります。有
効期限が過ぎると、再度登録が必要になります。
⑤アクセスポイントを移動したり、１時間以上利用が
無い場合は、再度ログインが必要になりますので、認
証画面のメールアドレス欄に、「既に登録いただいた
ID（メールアドレス）」を入力してください。なお、
IDはブラウザに自動保存する仕組みを採用していま
すが、ブラウザにより自動保存されない場合がありま
すので、ご了承ください。
■問い合わせ先　情報システム課（☎35・1133）

❶「設定」をタップします。 ❷「Wi-Fi」をタップします。❸ SSID
「hirosakicity_free_wi-fi」
をタップします。

❹ブラウザを起動し、登録済
みの ID または新規の ID 登
録をして完了です。

４月 16 日まで
SSID:
hirosaki-wireless
Password:
wi-fi&hirosaki

【４月 17 日からの新しい利用手順】

４月 17 日から
SSID:
hirosakicity_free_wi-fi
Password:
入力不要

【水道料金等は納期内に納付を】
　水道料金等については、検針月の翌月末までに納め
ることになっています。
　納期限を過ぎても納付がない場合や、納付指導など
の呼びかけに応じない場合は、給水停止処分などを行
う場合がありますので、災害や病気など特別な理由で
水道料金等を納期内に納付することが困難な場合は、
あらかじめご相談ください。
■問い合わせ先　上下水道部営業課収納係（茂森町、
☎36・8103）

【「使用の中止・廃止」「使用者変更」の届け出はお忘
れなく】
　転居等で長期間、上下水道を使用しない場合などは、
届け出をしてください。
　また、使用者が亡くなり、引き続きご家族などが使
用する場合なども、忘れずに「使用者変更」の届け出
をしてください。届け出についての不明な点などは、
お問い合わせください。
■問い合わせ先　上下水道部営業課営業係（茂森町、
☎36・8115）

水道料金等の納付・各種届け出はお早めに納付・届け出など
お忘れなく

４月２６日（日）
投 票 日
みんなで投票
大切な１票 ■問い合わせ先　選挙管理委員会事務局（市役所６階、

☎35・1129）

　期日前投票所はヒロロ（駅前町）と弘前大学（文京町）
でも開設してるよ。開設日と開設時間などは、広報ひ
ろさきの３月15日号か市ホームページを見てね！
　そのほか、市外に滞在している人ができる不在者投
票や在宅で投票できる郵便投票について詳しく知りた
い人は、選挙管理委員会事務局に問い合わせてね。

選
挙
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
め
い
す
い
く
ん
」
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環境ニュース環境ニュース

　市では、ごみの減量化・再資源化を推進するため、
４月から市役所など市内５カ所の公共施設に「衣類回
収ボックス」を設置し、家庭で不用になった衣類の回
収を開始しました。
▽衣類回収ボックス設置場所
①市役所本庁舎（上白銀町１の１）
②岩木庁舎（賀田１丁目１の１）
③相馬庁舎（五所字野沢41の１）
④総合学習センター（末広４丁目10の１）
⑤ヒロロスクエア（駅前町９の20）
※利用時間は、各施設の開庁・開館時間内となります。
▽回収するもの
○衣類…ジャケット・シャツ・セーター・スカート・
ズボン・ジーンズ・Ｔシャ
ツ・ワンピース・パジャマ・
コート・ジャージ・子供服・
帽子・ネクタイ・スカーフ・
手袋・ハンカチ・和服など
○布類…シーツ・タオル
▽回収しないもの　
×衣類…雨具・制服・作業
服・下着・ベルト・靴・ス
リッパ・下駄など
×その他…カバン・アクセ

サリー・毛布・布団・クッション・マットレス・ぬい
ぐるみ・革、金属製のものなど
▽衣類の出し方
○汚れを落とし、乾燥させて、中身の見える透明また
は半透明の袋に入れて口を縛り出してください。
○「衣類」と「布類」は別々の袋に入れて出してくだ
さい。
【古紙リサイクルセンターでも衣類の回収を始めます】
　古紙回収業者と県・市が連携して設置している古紙
リサイクルセンターにおいても、４月から衣類の回収
を開始しました。自家用車でも持ち込みできますので、
量が多い場合などはこちらをご利用ください。

古紙回収業者 衣類回収場所 営業時間

伸和産業
☎ 35・5255 堅田１丁目４の２ 午前８時～午後５時

（年中無休）

青南商事
弘前支店
古紙センター
☎ 35・1490

神田５丁目４の 11

月～金曜日の午前８
時～午後５時（土・
日曜日、祝日、お盆、
12 月 31 日～１月
４日を除く）

大同紙業
☎ 27・5425 川先４丁目 10 の１ 午前７時半～午後４

時半（年中無休）

「弘前地区オフィス町内会」への参加事業者募集

再生資源回収運動　協力団体募集

　青森県は、全国と比べて一般廃棄物の排出量が多く、
リサイクル率が低迷しています。特に事業系ごみの排
出量が多く、その中でも古紙のリサイクルが進んでい
ないことが課題となっています。
　このため、県では事業所やオフィスから排出される
古紙のリサイクルを促進するため「オフィス町内会」
のネットワークづくりを進めています。
　古紙類を可燃ごみとして処理する場合、通常は有料
で処理することとなりますが、オフィス町内会では回

収業者が定期的に会員の事業所に出向き、古紙を無料
で回収するため、経費削減につながります。
　また、古紙の減量化・リサイクルによる省資源・省
エネルギーの取り組みが地球温暖化の防止につながる
ため、企業のイメージアップを図ることができます。
　事業所・オフィス・ビルオーナーの皆さんも、環境
負荷の少ない事業活動の一つとして「弘前地区オフィ
ス町内会」に参加し、一緒に古紙の減量化・リサイク
ルに取り組みましょう。

　市では、ごみの減量化や資源化を目的に、再生資源
回収運動を推進しています。この運動は、町会や子ど
も会、ＰＴＡなどの団体が回収の日時・場所を決め、
家庭から出される古紙類などの資源を資源回収業者に

引き取ってもらう自主的なリサイクル運動です。
　協力団体には、回収量 1㎏当たり 4円の報償金を
交付しています。なお、事前に団体登録が必要ですの
で、実施を希望する団体は届け出をしてください。

衣類の拠点回収を始めました！

■問い合わせ先　環境管理課環境事業所資源循環係
（町田字筒井、☎35・1130）  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
◎鳴海要陶芸展
▽とき　４月 26日までの午前９時
～午後４時
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽観覧料　無料
▽休館日　毎週火曜日
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

ブランデュー弘前ＦＣ
試合日程
　試合はすべて入場無料です。会場
で熱い応援をお願いします。
【第３節（ホーム）】
▽とき　４月 19 日（日）、午後１
時キックオフ
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
球技場
▽対戦相手　盛岡ゼブラ
【第４節（アウェー）】
▽とき　４月 26 日（日）、午後２
時キックオフ
▽ところ　スペースプロジェクト・
ドリームフィールド（秋田県秋田市
八橋運動公園内）
▽対戦相手　秋田ＦＣカンビアーレ
■問ブランデュー弘前 FC事務局（☎
35･2012〈平日の午前９時～午後
６時〉）

春の読書週間 2015「本は
キラキラ　万華鏡」イベント
▽とき　４月23日～５月 12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
◯『はらぺこあおむし』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（春
スペシャル）】

▽とき　５月 10 日（日）、午前の
部＝ 10時半～ 11時、午後の部＝
２時～２時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽演目　はらぺこあおむし、カラー
パネルシアターなど
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問こども絵本の森（☎35・0155）

岩木山山岳春スキー

　東西南北に走る、ダイナミックな
ロングコースを体験しませんか。
▽とき　４月28日～５月６日
▽コース　百沢コース、嶽コース、
弥生コース、長平コース
※期間中は嶽温泉前とスカイライン
8合目入り口を結ぶシャトルバスが
運行されます（一部ナクア白神ス
キーリゾート発有り）。
※天候、除雪状況等により期間が変
更となる場合があります。詳しくは
問い合わせを。
■問お山の駅・岩木さんぽ館（４月
15 日 開館予定、☎ 83・2093）
／岩木山スカイライン（☎ 83・
2314）

瑞楽園で聴く
「つがるのむかしっこ」
　国指定名勝瑞楽園の庭園を眺めな
がら、昔話に耳を傾けませんか。
▽とき　５月２日（土）、午前の部
＝ 11時～／午後の部＝２時～（い
ずれも１時間程度）
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽出演　和の昔っこ
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問三浦造園（☎95・2246）

第４回こぎんフェス

　津軽地方に古くから伝わる「こぎ
ん」を世界に発信するとともに、そ
の新たな姿を模索することを目的に
開催します。

▽日程と内容
○プレイベント＝５月１日（金）、
①午後２時～３時半＝特別ワーク
ショップ…講師・三浦佐知子さん（弘
前こぎん研究所）／②午後４時～５
時＝こぎんトーク…貴田洋子さん・
成田貞治さん
○こぎんフェス＝５月２日（土）～
４日（月）、午前10時～午後８時（最
終日は午後６時まで）…こぎん展示・
販売会・ワークショップなど
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ４階）ホール
▽入場料　無料
■問こぎんフェス実行委員会（☎
32・6046）

“美しき桜心の物語”の語りの会

　「桜咲く美しい東北に愛に行こう。
桜咲く美しい東北に愛に来てくださ
い」をコンセプトに、東北の桜の名
所を巡り、東日本大震災からの復興
を支援する「“美しき桜心の物語”
の語りの会」が開催されます。
　今年は、弘前さくらまつりに合わ
せて当市で開催しますので、ぜひご
参加ください。
▽とき　５月１日（金）、午後５時
開演（開場は午後４時半から）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問東奥信用金庫地域支援部支援課
（☎34・8416）

追手門広場フリースタイル
マーケット
　日用品や雑貨、衣類など、出店者
の皆さんが持ち寄った商品が販売さ
れます。掘り出し物が見つかるかも
しれませんので、ぜひお越しくださ
い。
▽とき　５月 24 日、６月 21 日、
７月19日、８月23日、９月20日、
10 月 18 日の午前 10 時～午後３
時
▽ところ　追手門広場（下白銀町）
▽入場料　無料
■問市立観光館（☎37・5501）
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ンター（常盤野字湯段萢）
※受け付けは午前８時から。
▽内容　ノルディック・ウォークま
たはウオーキング（Ａコース＝約７
㎞、Ｂコース＝約18㎞）
▽参加料　Ａコース＝ 500 円、Ｂ
コース＝ 1,000 円（当日徴収。小
学生～高校生は無料）
▽服装　運動のできる服装（帽子、
手袋など）
▽持ち物　昼食、飲み物、雨具、ポー
ル（持っている人）、入浴道具など（岩
木青少年スポーツセンターにて入浴
可）
▽申し込み方法　４月 25 日まで
に、ファクス（住所、氏名、連絡先、
生年月日、参加種目、参加コース、
ポールの借用の有無を記入）で申し
込みを。
■問青森県ノルディック・ウォーク
連盟（岩木山観光協会内、☎ 83・
3000、■Ｆ 83・3001）

発掘調査速報展

　市教育委員会では毎年、道路建設
や史跡整備などに伴い、遺跡の発掘
調査を実施し、その成果を公開して
います。
　本展示では、平成 26年度に調査
した遺跡の中から、平安時代の竪穴
住居跡や溝跡が多数発見された油伝
（２）遺跡（蒔苗字油伝）、弘前公園
整備に伴う調査を行った津軽氏の居

城・史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城
（下白銀町）などを紹介します。
▽とき　９月 30日まで、午前９時
～午後５時
▽ところ　旧弘前市立図書館（下白
銀町、追手門広場内）２階展示コー
ナー
■問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

高原を歩こう！
さわやかウオーキング
▽とき　５月～ 10 月の毎週木曜
日、午前10時半～正午
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）ウォーキングコース
▽内容　ウオーキング（毎月第３木
曜日は、園外プログラムを行います）
▽園外プログラム（予定）　新緑の
嶽高原たけのこなべウオーキング／
暗門の滝ウオーキング／そうま・星
と森とりんごのみちウオーキング／
ミニ白神ウオーキング／真夏の十二
湖ウオーキングほか　
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を。園外プログラムは、実費

「地質の日」in 弘前 2015

　５月 10日の「地質の日」にちな
み、地質学に関する催しを開催しま
す。
▽とき　５月 10 日（日）、①午前
の部＝ 10時～午後０時半、②午後
の部＝１時半～３時
▽ところ　弘前大学理工学部１号館
（文京町）
▽内容　①恐竜のペーパークラフト
作成／②講演「石油・石炭とこれか
らの資源」「青森県の活火山」
▽対象　①小・中学生（小学校低学
年は保護者同伴）＝ 20人程度（先
着順）／②おおむね高校生以上
▽参加料　無料
▽申し込み方法　①は氏名・連絡先
を記入し、５月７日までに、ファク
スまたはＥメールで申し込みを。②
は申し込み不要。
■問弘前大学理工学部地球環境学科
（根本さん、☎兼■Ｆ 39・3618、■Ｅ
nemoto@hirosaki-u.ac.jp）

第３回世界一の桜並木を
ノルディック・ウォーク開催！
▽とき　５月２日（土）、午前９時
～（小雨決行）
▽ところ　岩木青少年スポーツセン
ター～岩木山観光協会の桜並木道
▽集合場所　岩木青少年スポーツセ
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負担あり）
▽申し込み方法　電話かファクス
で、当日まで（園外プログラムは各
実施日の一週間前まで）に申し込み
を。
▽その他　無料シャトルバスを利用
できます。詳しくは問い合わせを。
■問岩木山総合公園（☎ 83・2311、
■Ｆ 83・2635）

リベロ津軽ＳＣゴルフ部門
設立記念イベント
【ジュニア・ビギナー＆レディース
ゴルフ教室】
◎ジュニアゴルフ教室
▽とき　４月19日（日）、午前10
時～ 11時半
▽対象　ゴルフに興味のある小学校
１年生～中学校１年生＝ 10人（先
着順）
▽持ち物　飲み物、タオル、運動靴、
運動しやすい服装
◎ビギナー＆レディースゴルフ教室
▽とき　４月 19 日（日）、午後１
時半～３時
▽対象　高校生～一般のビギナー、
レディースゴルファー＝ 10人（先
着順）
▽持ち物　ゴルフクラブ（貸し出し
用あり）、ゴルフグローブ、飲み物、
タオル、ゴルフウェアもしくは運動
しやすい服装
～共通事項～
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
※雨天時は弘前ゴルフプラザ（新里
字西里見）
▽参加料　500円　
【ゴルフボディフィットネス】
◎ジュニアゴルフ教室
▽とき　４月25日（土）、午前10
時～ 11時半
▽対象　ゴルフに興味のある小学校
１年生～中学校１年生＝ 10人（先
着順）
◎講習会
①強くなるためのゴルフコンディ
ショニング
▽とき　４月 25 日（土）、午後１
時半～３時
▽対象　中学生～一般の競技ゴルフ

経験者、競技志向者＝ 20人（先着
順）
②トッププロも実践するゴルフボ
ディの作り方
▽とき　４月26日（日）、午前10
時～ 11時半
▽対象　高校生～一般のビギナー、
レディースゴルファー＝ 20人（先
着順）
～共通事項～
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場
※雨天時は弘前ゴルフプラザ（講習
会は雨天時は岩木川市民ゴルフ場管
理棟
▽参加料　500円　
▽持ち物　飲み物、タオル、運動靴、
運動しやすい服装
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

弘前文学学校 16 期生募集

　弘前文学学校では、幅広い年齢層
の人やさまざまな職業の人が集い、
文章の書き方を学んでいます。
　講義を受けるだけの人、投稿に挑
戦したい人、出版を考えている人な
ど、学ぶ喜びにチャレンジしてみま
せんか。
▽とき　４月 26日～平成 28年３
月 27日の毎月第２～４日曜日、午
前10時半～午後０時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽テーマ　「豊かな人間性と高い志
を備えた人間育成」
▽受講料　２万円
■問弘前文学学校事務局（渋谷さん、
☎88・2427）
※あおもり県民カレッジ認定校です。

弘前あすなろジュニア
ソフトテニス教室
▽とき　前期＝４月～ 10 月（40
回を予定）、後期＝11月～３月（20
回を予定）
▽ところ　前期＝運動公園（豊田２
丁目）テニスコート、後期＝青森県
武道館（豊田２丁目）、市民体育館
（五十石町）
▽対象　５歳～中学生
▽参加料　6,000 円（前期・後期
とも）
※前回後期継続者は後期3,000円

▽持ち物　ラケット（貸し出し用あ
り）、テニスシューズ（靴底が平ら
なもの）、汗ふきタオル
※練習日・時間については問い合わ
せを。
■問弘前あすなろジュニアソフトテ
ニスクラブ（阿部さん、☎ 34・
4451、清野さん、☎携帯 090・
4317・3804）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【はじめてのパソコン講座】
▽とき　５月８日・15 日・22 日
の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　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＝
30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　４月 19日、午前
８時半～
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます（受付時間は午後５
時まで）。
【ボランティアサポートスタッフ募集】
　市民ボランティアによるパソコン
講座（ウィンドウズ、エクセル、ワー
ドなど）を手伝ってくれるボラン
ティアスタッフを募集します。パソ
コン（ソフト）に関する知識があれ
ば、年齢・経験は問いません。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

初心者硬式テニス教室

▽とき　５月１日～６月 26日の毎
週金曜日、午後７時半～９時
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
▽内容　硬式テニスの基本（スト
ロークなど）
▽対象　大学生以上＝10人程度
▽参加料　１回 500 円（保険料を
含む）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、シューズ（ラケッ
トは貸し出しします）
■問リベロ津軽スポーツクラブ事務局
（☎55・5143）

 教室・講座
 

油伝（２）遺跡発掘調査風景

　青森県中弘地区消防協会の定期観閲
式が、市役所周辺と弘前公園内で行わ
れます。消防団員の機械点検や部隊
行進のほか、歴史と伝統を誇る日本一のまとい振
り、はしご乗りの演技を披露します。
▽とき　５月５日（火・祝）
▽内容　第１会場＝市役所周辺（午前７時開始）…機械点検、
放水訓練、車両分列行進／第２会場＝弘前公園内（午前９時
開始）…人員服装点検、まとい振り・はしご乗り演技、式典

【交通規制にご協力を】
　当日、会場周辺は一般車両の通行が規制されますので、ご
協力をお願いします。
▽交通規制区域と時間　市役所前～弘前文化センター（下白
銀町）外堀沿い、午前６時15分～８時半
■問防災安全課（☎40・7117）

消防観閲式

消防署

大学病院

市役所

市民会館

青森地方裁判所
弘前支部
青森地方裁判所
弘前支部

観光館

中央高校 文化センター

車両通行止め区域
（黒塗り部分）
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（必着）までに、河西体育センター
（〒 036・8316、石渡１丁目 19
の１）へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可。応募多数の場合
は抽選で決定します。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

介護食士３級養成講座

　介護食作りの基本を学んでみませ
んか。
▽とき　５月９日～ 11月 14日の
隔週土曜日、午前９時～午後２時
50分
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部（小比内３丁目）
▽定員　30人（先着順）
▽受講料　65,500 円（実習材料費・
テキスト・資料代などを含む。分納
可）
■問 4月 28日までに、弘前医療福祉
大学短期大学部介護食士養成講座係
（☎27・1001）へ。

水泳教室（平泳ぎ）

▽とき　５月 11日～ 27日の毎週
月・水曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　平泳ぎの基本練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳ぐこと
ができる市民＝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・年齢・電話番号・教室名
を記入し、４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。
■問温水プール石川（☎49・7081）

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　５月 12日～ 26日の毎週
火曜日、午前 10 時半～ 11 時 50
分（受け付けは午前10時から）

▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ひろさき健幸増進リーダー
による体操
▽対象　毎回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　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（ふりがな）・生年月日・
電話番号・サークル名を記入し、４
月 27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。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

幼児体操教室・レディース
体験スポーツ教室・スナッ
グゴルフ教室
【幼児体操教室】
▽とき　５月 12日～６月 30日の
毎週火曜日、午後３時～４時
▽ところ　弘前市民体育館（五十石
町）
▽内容　マット、平均台、トランポ
リンなど用具を使用した運動、走る、
跳ぶ、投げるなどの全身運動
▽対象　４～６歳（就学前）＝ 20
人
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ
【レディース体験スポーツ教室（前
期）】
▽とき　５月 12日～７月 14日の
毎週火曜日、午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前市民体育館
▽内容　ラケットテニス、バドミン
トン、ソフトバレーボール
※１～３回目はローテーションをし
て３種目を体験。４回目以降は種目
を固定します。
▽対象　女性＝各種目10人
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ
【スナッグゴルフ教室】
▽とき　５月 14日～６月 18日の
毎週木曜日、午後１時半～３時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）

テニス体験教室

▽とき　午前コース＝５月１日～６
月 19日の毎週金曜日、午前 10時
～正午／夜コース＝５月 13日～７
月１日の毎週水曜日、午後７時～９
時
▽ところ　運動公園（豊田2丁目）
▽内容　基本のストローク
▽対象　市民＝各10人（未経験者、
ラリーが続かない人）
▽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・年齢・電話番号・教室名
と希望するコース名を記入し、４
月 24日（必着）までに、運動公園
（〒036･8101、豊田 2丁目 3）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定しま
す。
■問運動公園（☎27･6411）

プールで体力づくり教室・
かけっこ教室
【プールで体力づくり教室】
▽とき　５月８日～６月 12日の毎
週金曜日、午後１時～２時
▽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
【かけっこ教室】
▽とき　５月 13日～６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
ドルなどの用具を使って足を動かす
トレーニングなど
▽対象　小学校１～３年生＝20人
～共通事項～
▽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・年齢・電話番号・希望
する教室名を記入し、４月 28 日
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▽内容　クラブの握り方・振り方、
ルール説明、コース実習
▽対象　市民＝15人
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物
～共通事項～
▽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）・年齢・電話
番号・希望教室名を記入し、４月
30 日（必着）までに市民体育館
（〒036・8362、五十石町７）へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可。応募多数の場合
は抽選で決定します。
■問市民体育館（☎36・2515）

脳トレ＆
ミニバランスボール教室
▽とき　５月 20日～６月 24日の
毎週水曜日、午前 10時半～ 11時
半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ミニバランスボールを使っ
たストレッチ体操・ミニゲーム、脳
トレーニングをしながらストレッチ
▽対象　市民＝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、
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・希
望教室名を記入し、４月 30日（必
着）までに克雪トレーニングセン
ター（〒 036・8101、豊田 2 丁
目 3の 1）へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可。応募多数の場合
は抽選で決定します。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

キッズ☆ワールド会員募集

　いろんな学校や学年の子と楽しい
活動ができるよ！大学生のお兄さん
やお姉さんが、毎回みんなをサポー
トします。
▽活動日　６月６日・20日、８月
29日、10月 31日、11月 21日、
12月12日、平成28年１月23日、
２月 20日の午前 10時～午後４時

※活動内容により変更になる場合が
あります。
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）、弘前公園ほか
▽内 容　アイスブレーキング、
ウォークラリー、ワールドカップ（運
動会）など（予定）
▽対象　市内在住の小学生＝60人
▽会費　年額2,000円
▽申し込み方法　住所・氏名（ふり
がな）・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者氏名を記入し、５月８
日（必着）までに、はがきかファク
ス、またはＥメールで申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
全員に結果をお知らせします。
■問中央公民館「キッズワールド」係
（〒036・8356、下白銀町19 の４、
☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

地域経営アンケートの実施

　市では、市政に対する市民の意識・
意向を把握し、施策の企画・改善な
どに活用するため、平成 26年度よ
り「地域経営アンケート」を実施し
ています。
　調査の結果は、「弘前市経営計画」
での目標に対する現状を把握するた
めの重要な基礎資料として利用しま
すので、ご協力をお願いします。
▽とき　４月下旬～５月中旬
▽対 象　16 歳以上の市民＝約
2,400人
▽調査方法　調査員が対象世帯を訪
問する調査員調査
■問ひろさき未来戦略研究センター情
報分析担当（☎40・7016）

御所温泉からのお知らせ

　４月１日から、御所温泉（五所字
野沢）の使用料が、６歳未満の子ど
もは無料になりました。「小人（小
学校児童以下）」の入浴回数券をお
持ちの場合は、未使用分の払い戻し
を受けることができます（小学生が
温泉を利用する場合は、そのまま使
用できます）。
▽対象回数券　「小人（小学校児童

以下）」の回数券（青色）
▽払戻金額　未使用入浴回数券１枚
＝100円（上限 1,000円）
▽申請手続き　受付場所に備え付け
の「御所温泉未使用入浴回数券払戻
し承認申請書」に必要事項（口座情
報を含む）を記入、押印（認め印可）
の上、未使用入浴回数券を添えて申
請してください。
▽受付場所および時間
①御所温泉＝午前 10時～午後９時
（水曜日を除く）／②相馬総合支所
総務課＝午前８時半～午後５時（土・
日曜日、祝日を除く）
▽払い戻し方法　口座振替
▽申請受付期間　９月30日まで
■問相馬総合支所総務課地域振興係
(☎ 84・2111)

シンフォニー「成年後見制度
を考える会」第1回公開講座
　「認知症、精神障がいの理解」を
テーマに開催します。　
▽とき　５月24日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽講師　佐藤靖さん（弘前大学医学
部附属病院精神科医）
▽定員　40人（先着順）
※事前に予約できます。
▽受講料　500円
■問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（鎌田さん、☎兼■Ｆ 38・
1829、北川さん、☎33・0393）

平成 27 年度協会けんぽ　
青森支部の健康保険料率
　全国健康保険協会（協会けんぽ）
青森支部では、県内の中小企業の従
業員とその家族が加入する健康保険
事業を運営しています。
　平成 27年度の健康保険料率は、
例年より１カ月遅れの４月分（５月
納付分）保険料より 10.00％から
9.98％に変更になります。
　皆さんの医療を支えるため、ご理
解をお願いします。
■問全国健康保険協会青森支部（青
森市長島２丁目、☎青森 017・
721・2713、 ■Ｈ http://www.
kyoukaikenpo.or.jp/shibu/
aomori/）

 その他
  



14 15ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１５.４.１５

 暮らしのinformation
■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

します。ビジネスプランの作成につ
いて学びたい人、先輩起業家の体験
談を聞きたい人は、気軽に参加くだ
さい。
▽とき　５月９日・16日・23日・
30日の午後 1時半～ 4時半（9日
は午後5時半まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽内容　事例発表、事業計画書作成
入門など
▽定員　30人（先着順）
▽申し込み方法　５月６日までに、
電話かファクスまたは Eメールで
申し込みを。
※申込書はホームページからダウン
ロードできます。
■問青森県地域連携型起業家創出事業
実行委員会（青森県商工労働部地
域産業課内、☎青森 017・734・
9374、■Ｆ青森017・734・8107、
■Ｅ chiikisangyo@pref.aomori.
lg.jp、 ■Ｈ http://www.pref.
aomori.lg.jp/sangyo/shoko/
kigyoukayouseikenshu_H25.
html）

「ピュアフレンズ」
ボランティア募集
　知的障がいのある在宅者（おおむ
ね 18歳以上の人）の生涯学習を支
援するピュアフレンズ事業のボラン
ティアを募集します。
▽日程　５月10日、６月 14 日、
７月５日、９月13日、10月４日、
11月22日、12月13日、平成28
年２月７日の午前９時～午後４時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　全体学習・買い物学習・ク
ラブ活動などの学習支援
■問ボランティアサークル「虹の会」
（安田さん…☎兼■Ｆ 87・2873、対
馬さん…☎兼■Ｆ 32・4759）／中
央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ 33・
4490、火曜日は休み）

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！
▽とき　５月 28 日・29 日（２日
間）、午前10時～午後４時
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）

▽定員　180人（先着順）
▽受講料　無料
※講習で使用するテキストは事前に
書店などで購入し、当日持参してく
ださい。
▽申し込み　５月１日～ 18 日に、
消防本部予防課（本町）か最寄りの
消防署・分署へ。
■問消防本部予防課（☎ 32・5104、
■Ｈ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/shobojimu/）

第 16 回「よさこい津軽」
参加団体募集中！
　参加者・観客が一体となって楽し
める祭り「よさこい津軽」に参加し
て、一緒に盛り上がりましょう。ま
た、実行委員会では、祭りを手伝っ
てくれるボランティアスタッフも併
せて募集しています。詳しくはお問
い合わせください。
▽とき　６月 28 日（日）、午前９
時50分～午後３時半
▽ところ　土手町通り
■問申込書に必要事項を記入し、４月
24日までに、よさこい津軽実行委
員会事務局（弘前商工会議所内、☎
33・4111、■Ｆ 35・1877）へ。
※申込書はよさこい津軽ホームペー
ジ（http://www.hcci.or.jp/txt/
yosakoi/）からダウンロードでき
ます。

危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　６月 13 日・27 日（両日
受験可）
▽ところ　弘前東高等学校（川先４
丁目）
▽種類　甲種（受験資格あり）／乙
種（第１類～６類）／丙種
※乙種・丙種は受験資格なし。
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種
＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　４月 24日～５月 13
日（インターネットによる電子申請
は４月21日～５月 10日）
※電子申請は消防試験研究セン
ターホームページ（http://www.
shoubo-shiken.or.jp）から。
▽願書配布先　消防本部予防課（本
町、☎ 32・5104）／最寄りの消

津軽の名人・達人バンク

　「津軽の名人・達人バンク」とは、
津軽地域の文化、芸術、スポーツ、
レクリエーション活動などの生涯学
習の振興に寄与するため、さまざま
な分野において一芸に秀でた人材を
「津軽の名人・達人」として登録し、
学校・施設・団体・サークルなどで
講師・指導者として利用してもらう
ものです。
○利用方法　
　「名人・達人」は市町村窓口など
に設置している登録者名簿か、津軽
広域連合ホームページでご覧になれ
ます。希望や目的にあった「名人・
達人」を見つけたら、利用者が直接
連絡を取り、協力を依頼してくださ
い。指導・支援の詳細については、
利用者と「名人・達人」とで話し合
いの上、決定してください。
○講師活用事業を実施中
　この事業は、圏域内にある学校や
児童施設、福祉施設などが授業・課
外活動・行事・イベント等で「津軽
の名人・達人バンク」を利用する際
に、講師にかかる謝礼を広域連合が
負担するものです。利用を希望する
場合は、ホームページから利用申込
書のダウンロードができますので、
必要事項を記入の上、郵送してくだ
さい。
○「名人・達人」として登録したい
人は
　圏域内に在住で、地域のために自
分の知識や特技を役立てたいと考え
ている人なら誰でも「名人・達人」
に登録することができます。資格・
基準は一切ありません。ホームペー
ジから情報登録申込書のダウンロー
ドができますので、必要事項を記入
の上、Ｅメールまたは郵送してくだ
さい。
■問津軽広域連合「津軽の名人・達人
バンク」係（〒 036・8003、駅
前町９の 20、☎ 31・1201、■Ｅ
tsugarukoiki09@hi-it.jp、 ■Ｈ
http://tsugarukoiki.jp/）

あおもり起業家養成研修

　地域資源などを生かした新たなビ
ジネスでの創業・起業を応援するた
め、あおもり起業家養成研修を開催
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防署・分署
【事前講習会】
▽とき　５月28日・29日（２日間）
の午前９時半～午後４時半
▽ところ　黒石消防署（黒石市追子
野木１丁目）２階大会議室
※車での来場の際は、庁舎裏の駐車
場をご利用ください。
▽対象　乙種第４類の受験者のうち
受講を希望する人
▽受講料など　受講料＝ 4,500 円
（弘前地区消防防災協会加入事業所
は2,000円）／テキスト代＝1,500
円（いずれも講習初日に徴収）
▽受付期間　４月 24 日～５月 21
日（予防課での受付は平日の午前８
時半～午後５時）
■問消防本部予防課／最寄りの消防
署・分署

平成 27 年度音訳奉仕員
養成講習会の受講者募集
　青森県視覚障害者情報センターで
は、音訳による、視覚障がい者のた
めの録音図書製作技術を学ぶ講習会
を開催します。
▽とき　６月 16 日～ 10 月 27 日
の毎週火曜日、午後１時～４時
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）
▽対象　弘前市および近隣市町村に
居住する、高校卒業程度の学力を有
し、パソコン（Windows）を所有
している人＝５人程度（書類選考あ
り）
▽受講料　無料
■問５月 11日までに、青森県視覚障
害者情報センター（☎青森 017・
782・7799）へ。

県税のコンビニ納税と
口座振替制度
　自動車税・不動産取得税・個人事
業税はコンビニエンスストアで納付
できますので、ぜひご利用ください。
また、便利で安全・確実な口座振替
も利用できます。口座振替できる県
税は次のとおりです。
○個人事業税…定期賦課分
○法人県民・事業税（地方法人特別
税を含む）…中間・確定申告分
○自動車税…６月納期分（４月 30
日までに金融機関で申し込みが必

要）
○軽油引取税
　詳しくは、県税・市町村税イン
フォメーション（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.
html）をご覧になるか、お問い合
わせください。
■問中南地域県民局県税部納税管理課
（☎32・1131、内線 229）

弘前日本語クラブ
ボランティア募集
　弘前近郊に住む外国人への日本語
学習をサポートするボランティアを
募集しています。また、日本語を勉
強したいという外国人も募集してい
ます。語学力、日本語学習歴などは
問いません。
▽活動日　毎週木曜日の午後７時～
８時50分
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）グループ活動室
▽参加料　１回100円
▽申し込み方法　活動日に直接会場
へ　
■問弘前日本語クラブ (中田さん、☎
87・2626〈午後７時～９時〉、■Ｅ
hnc1900@yahoo.co.jp）

市立観光館の利用施設が
変わります
　市立観光館（下白銀町）２階研修
室が６月１日から廃止になります。
５月 31日までの使用となりますの
で、研修・会議・イベントなどでご
利用の際は、１階の多目的ホールを
ご利用ください。使用料金について
は、事前に問い合わせを。
■問市立観光館（☎37・5501）

河川愛護モニター募集

　国土交通省では、河川愛護思想の
啓発や河川情報などの把握を目的と
してモニターを募集しています。
▽活動内容　巡視月誌の提出（月１
回）、岩木川に関する情報提供や河
川の異常を発見したときの通報、河
川関係行事への参加など
▽活動地区　岩木茜橋～清瀬橋区間
（岩木川左右岸）
▽任期　７月１日から１年間
▽応募資格　活動地区付近に居住

し、河川愛護に関心のある満 20歳
以上の人
▽募集人数　１人
▽報酬　月額4,500円程度
■問５月 11日（必着）までに、履歴
書と「川とのかかわり」について簡
単に記述したもの（任意様式）を、
国土交通省青森河川国道事務所河川
占用調整課（〒 030・0822、青
森市中央３丁目 20 の 38、☎青森
017・722・4537）へ。
※募集要項は、青森河川国道事務所
ホームページ（http://www.thr.
mlit.go.jp/aomori/）にも掲載し
ています。

弘前市子どもの祭典
実行委員募集
　11月３日（文化の日）に開催さ
れる「弘前市子どもの祭典」の企画
や運営をしてみたいという中学生と
高校生を募集します。
　イベントづくりに興味のある人、
ほかの学校の人と友達になりたい人
など、たくさんの応募をお待ちして
います。
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）
▽内容　①企画会議（舞台発表など
の演目や体験コーナーのブースなど
を決めていきます。最初の会議は５
月下旬を予定）／②祭典当日（11
月３日）の運営
▽対象　市内の中学・高校生＝ 30
人程度　
■問５月８日までに、電話かファクス
またはＥメール（住所・氏名〈ふり
がな〉・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者名を記入）で、弘前
市子ども会連合会参与会（中央公
民館内、☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・
4490、 ■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  177,715人　   （－230）
　 男　　  81,320人　   （－              95）
　 女　　  96,395人　   （－135）             
・世帯数　 72,797世帯    （－            88）
平成 27年３月１日現在（推計）
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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

 

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
5／3 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
4･5 福士医院（新里字東里見）☎27・1525
6 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
10 吉田クリニック（百石町）☎37・6300
17 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
24 菊池医院（富田町） ☎39・1234
31 さわだ整形外科（大開３）☎87・3311

内　科
5／3 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
10 さがらクリニック（桔

梗野１）
☎37・2070

17 佐藤内科小児科取上医
院（取上２）

☎33・1191

24 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
31 梅村医院（石渡１） ☎32・3593

▽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（ふりがな）・生年月日・
電話番号・講座名を記入し、4月
24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。

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん (医
学博士 )のボランティアによる無料
健康相談を開催します。からだのこ
となどで気になる人はご相談くださ
い。
▽とき　５月２日・23日の午後１
時～４時
※事前の申し込みが必要。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康広場相談室
▽参加料　無料
▽申し込み先　健康広場（☎ 35・
0157）
～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。

在宅患者訪問歯科診療

　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。
▽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。
■問い合わせ先　弘前歯科医師会
（☎27・8778）

ヒロロ
アンチエイジング講座

【若返り体操】
▽とき　４月 24 日、５月 29 日、
６月 12 日・26 日、７月 24 日の
午前 10時～正午（受け付けは午前
９時半～）
▽講師　奈良岡匠さん（健康運動指
導士）
▽持ち物　飲み物、動きやすい服装
▽申込期間　４月20日～ 23日
【健康づくり講話】
▽とき　５月 11日、午前 10時半
～ 11時半（受け付けは午前 10時
～）
▽テーマ　「若々しさと元気は口元
から～汚れ残しのない歯磨きとお口
の体操～」
▽講師　歯科衛生士
▽申込期間　４月20日～５月８日
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　65 歳以上の市民＝各 50
人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　申込期間中に、
電話で、弘前市保健センター（☎
37・3750）へ。

からだスッキリ実践講座

　膝・腰・関節の痛みやしびれ、不
安を感じている人向けの機能改善・
予防を目的とした運動教室です。
▽とき　５月１日・８日・15 日・
22日、６月３日・17日、７月３日・
10日・17日の午後１時～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　心地よく「頑張りすぎない」
楽にできる体操
▽対象　40歳以上の市民＝50人
※現在治療中の人は、主治医に相談
の上、申し込みを。
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）

Health　Information

■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/　■公式フェイスブック  https://www.facebook.com/hirosakicity

歯　科
５／３ 川崎歯科（紙漉町） ☎33・7475

佐藤歯科医院（大浦町） ☎36・0412
４ 中川歯科医院（松森町） ☎32・2188

第一歯科クリニック（城
東中央 3）

☎27・7706

５ ふじた歯科医院（石渡 4）☎37・3118
渡辺歯科医院（茂森町） ☎32・5800

６ 小泉歯科医院（高屋字本宮）☎82・3232
10 秋元歯科クリニック（大

開２）
☎88・1513

17 福原歯科医院（上鞘師町）☎37・3535
24 オリオン歯科クリニック

（元寺町）
☎33・0418

31 鳴海デンタルクリニック
（城東中央３）

☎26・2301

耳鼻咽喉科・眼科
5／3 おおた眼科（駅前町） ☎38・2333
4 斎藤耳鼻咽喉科医院（城

東２）
☎26・0033

5 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

6 宮園耳鼻科クリニック
（宮園５）

☎39・1133

17 代官町クリニック吉田眼
科（代官町）

☎38・4141

31 あきた耳鼻咽喉科クリ
ニック（南城西２）

☎32・2332


