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ｈｉｒｏｓａｋｉ
「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき

「犬と散歩ができる公園」報告書（平成 26 年 12 月末現在）
年　　度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度

数件収回ンフ置放 27 件 ２件 ０件

意
見
箱
へ
の
投
書

投書総数 557件 249件 198件
有効数 395件（100％） 227件（100％） 　　176件（100％）

内
　
訳

賛　成 209件（ 53％） 178件（ 78％） 139件（ 79％）
反　対 112件（ 28％） 48件（ 21％） 33件（  19％）

どちらでもない 74件（019％） 01件（ 01％）  ４件（　２％）
無効など 162件 22件 22件

主な賛成意見
〇犬と散歩ができる公園を増やしてほしい。
○犬も飼い主も交流ができて楽しい。
○犬と遊べる公園を作ってほしい。
○コース順守やふん処理の徹底を条件に賛成。

主な反対意見

○フンの未処理など飼い主のマナーが悪い。
○犬嫌いな人や小さな子どもが吠えられると怖がってしまうので反対。
○公園に犬を入れないでほしい。
○犬アレルギーがあるので反対。
○尿のにおいが臭いので反対。
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　市では、「犬と散歩ができる公園」として、昨年度
から８公園を開放していますが、マナーの向上がみら
れることから、本年度は新たに 22公園を加え、30
公園を開放します。人と犬が仲良く利用するためには、
マナーが大切です。愛犬家の皆さんには、より一層の
マナーの順守をお願いします。
▽期間　６月１日から（昨年度からの８公園は継続開
放中）
※時間の制限はありません。
▽公園名　右記参照
▽注意事項　各公園ともに散歩コースを設けて開放し
ます（芝生や植樹帯、土の部分には入れません）。次
の３つの約束を守りましょう。
○犬が苦手な人もいるため、リードを必ず着用し、しっ
かり持ちましょう。
○フンを拾って持ち帰りましょう。
○みんなが憩う公園です。決められたコースを愛犬と
一緒に散歩しましょう。
【マナー講習会】　青森県動物愛護センターなどから講
師を迎え、マナー向上のための講習会を開催します。
愛犬と一緒にぜひ参加ください。
▽とき　弘前駅城東口緑地（表町）…５月30日（土）
／城西住宅団地中央公園（城西４丁目）…５月31日
（日）
※いずれも、時間は午前10時から１時間程度。
▽参加料　無料
■問い合わせ先　公園緑地課（☎33・8739）

【継続開放中の公園】
（１）長四郎公園（城東北2丁目）
（２）三岳公園（北園1丁目）
（３）城東公園（末広4丁目）
（４）桜ヶ丘中央公園（桜ヶ丘4丁目）
（５）ふじの公園（藤野1丁目）
（６）扇町公園（扇町2丁目）
（７）蓬莱広場（土手町）
（８）土淵川吉野町緑地
【追加開放する公園】
（１）福村公園（早稲田4丁目）
（２）撫牛子児童公園（神田5丁目）
（３）城西住宅団地中央公園
（４）亀甲町広場
（５）下白銀町広場
（６）新寺町広場
（７）松森町ふれあい広場
（８）茂森新町広場（茂森新町1丁目）
（９）堅田ふれあい広場（和徳町）
（10）城東中央広場（城東中央2丁目）
（11）駅前公園（駅前町）
（12）和徳十文字広場（和徳町）
（13）駅前りんご広場（駅前3丁目）
（14）紺屋町広場
（15）茂森町広場
（16）土淵川紙漉町緑地
（17）土淵川北横町緑地
（18）土淵川稲荷緑地（和徳町）
（19）土淵川さくら緑地（桔梗野5丁目）
（20）土淵川北川端町緑地
（21）土淵川みどり緑地（桔梗野5丁目）
（22）弘前駅城東口緑地

犬と散歩が
     できる公園

増えました！
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●選挙資格
▽年齢要件　平成７年６月８日まで
に生まれた人
▽住所要件　平成 27年２月 20日
以前から引き続き弘前市に住んでい
る人
※投票日までに住所を異動した人
は、３ページの「住所の異動と投票
の可否」を参照してください。
●投票所入場券
　５月 13日現在の住所で作成し郵
送します。圧着式のはがき１枚につ
き４人分まで投票所入場券を印刷し
ています。また、投票所入場券の裏
面に「期日前投票宣誓書兼請求書」
を印刷していますので、事前に必要
事項を記入し、期日前投票所に持参
することで投票受付がスムーズに行
えます。
　なお、投票日当日に指定の投票所
で投票される人は「期日前投票宣誓
書兼請求書」への記入は必要ありま
せん。

　投票所入場券が届かなかったり紛
失した場合でも投票できますので、
投票所の係員に申し出てください。
●期日前投票
　仕事や用事などで投票日に投票で
きない人は、右表のとおり期日前投
票ができます。
　期日前投票を行うためには、これ
まで同様、投票受付の際、法令によ
り投票日当日に投票所へ行くことが
できない旨の宣誓書を記入・提出し
ていただきます。宣誓書は投票所入
場券裏面に記入するか、各期日前投
票所の受付に用意しているものに記
入することもできます。
●滞在地での投票
　仕事や用事などで投票日に市外に
滞在している人で、期日前投票もで
きない人は、不在者投票ができま
す。不在者投票を希望する人は、「不
在者投票請求書兼宣誓書」に必要事
項を記入の上、請求手続きをしてく
ださい。「不在者投票請求書兼宣誓

書」は、選挙管理委員会事務局およ
び岩木・相馬総合支所の同事務局分
室に用意しているものを使うか、市
のホームページからダウンロードす
ることもできますのでご利用くださ
い。郵送や代理人による手続きも可
能です（ファクスやＥメールは不
可）。
　手続きをした人には、滞在地へ投
票用紙などを郵送しますので、滞在
地の選挙管理委員会で投票してくだ
さい。
　なお、郵送期間の関係上、早めに
手続きや投票をしてください。
●在宅投票
　重度の身体障がい者などで、「郵
便等投票証明書」を持っている人は、
自宅で郵便などによる不在者投票が
できます。
　該当する人は、①介護保険の被保
険者証の要介護状態区分が要介護５
の人、②身体障害者手帳か戦傷病者
手帳を持っている人で両下肢・体幹・
移動機能の障がい程度が１級か２級
の人、③心臓・腎臓・呼吸器などの
内臓機能の障がい程度が１級か３級
の人、④免疫・肝臓の障がい程度が
１級から３級までの人などです。
　「郵便等投票証明書」の交付を受
けていない人で、新たに交付を希望
する人は、身体障害者手帳または戦
傷病者手帳、介護保険証を持参し、
選挙管理委員会事務局で手続きを
（代理人による手続きも可）。
▽請求期限　６月３日（水）
●選挙公報
　候補者の経歴や政見を掲載した選
挙公報を、各世帯へ配布します。

　青森県知事選挙は、５月 21 日に告示され、６月７日が投票日で
す。忘れずに投票に出かけましょう。投票時間は午前７時～午後８
時です（一部投票所は午後６時まで）。
■問い合わせ先　選挙管理委員会事務局（市役所６階、☎ 35・
1129）

市政情報
Town Information

住所の異動と投票の可否 

 ■市外から転入した人

 平成27年２月20日までに転入届を出した人 弘前市で投票できます

 
平成27年２月21日以
降に県内から転入届を
出した人

前住所地の市町村で投
票
※「引き続き青森県内
に住所を有する旨の証
明書」が必要。市民課、
市民課駅前分室・城東
分室、各総合支所民生
課、各出張所へ申請を。

 ※２回以上転出している場合は投票できません。

 
平成27年２月21日以
降に県外から転入届を
出した人

投票できません

 ■市内で転居した人

 平成27年５月13日までに転居届を出した人
現在の住所地の投票所
で投票できます

 平成27年５月14日以降に転居届を出した人
転居前の住所地の投票
所で投票できます

 ■市外へ転出した人

 
平成27年１月20日～
２月20日に県内の市町
村へ転出した人

転出先の市町村へ転入
届を出した日によって
投票できる市町村が異
なります

 ※転出した後にさらに他の市町村へ住所を移した人は投票できません。

 
平成27年２月21日以
降に県内の市町村へ転
出した人

弘前市で投票できます
※「引き続き青森県内
に住所を有する旨の証
明書」が必要。現住所地
の市町村役場か弘前市
役所市民課へ申請を。

 ※転出した後にさらに他の市町村へ住所を移した人は投票できません。

 投票日（６月７日）までに県外へ転出した人 投票できません

 
※転出予定の人で、転出予定日が５月22日以降の人
は期日前投票ができる場合があります。詳しくは問
い合わせを。

　また、市役所、岩木・相馬庁舎、
各出張所などの公共施設にも備えま
すのでご利用ください。
▽配布期間　５月28日～６月５日

投
票
期
間

５月22日（金）～６月６日（土） ６月３日（水）  
　～５日（金）

投
票
場
所

弘前市役所
（上白銀町）
２階ロビー

岩木庁舎
（賀田１丁
目）１階

相馬庁舎
（五所字
野沢）
交流コー
ナー

総合学習
センター
（末広４
丁目）
１階中
会議室

ヒロロ
スクエア
（駅前町）
ヒロロ
３階

多世代交流
室２

弘前大学
（文京町）
総合教育棟
１階

投
票
時
間

午前８時半
～午後８時 午前８時半～午後６時 午前10時

～午後６時
午前 10時
～午後５時

注
意
事
項

①住んでいる地域に関係なく、上記のどの投票所でも投票することができ
ます。
②受付の際、投票所に当日行けない理由について「宣誓書」を提出しても
らいます。「宣誓書」は各人の投票所入場券の裏面に記入するか、期日前
投票所の受け付けにも用意します。　
③投票所によって投票期間および投票時間が異なりますので、注意してく
ださい。
④投票所入場券が届いている場合は、持参してください。
⑤弘前大学には投票者用の駐車場がありませんので、ご了承ください。
⑥ヒロロスクエアで投票する際はヒロロ駐車場（1時間無料）をご利用く
ださい。

期 日 前 投 票

青森県知事選挙
６月７日（日）投票日

弘前市プロ野球一軍戦誘致事業推進
　　　　　　　　　　　　協賛金の募集
　２月 27日に設立した弘前市プロ
野球一軍戦誘致実行委員会では、プ
ロ野球一軍戦を「はるか夢球場」で
開催する目標に向けて、市民の機運
醸成を図る事業を行っており、事業
の趣旨に賛同する企業・団体からの
協賛金を募集しています。
▽募集期間　５月26日（火）まで
▽募集対象　企業または各種団体
※個人での協賛はご遠慮ください。

▽協賛金額　１口１万円とし、１口
または２口での申し込み
▽協賛特典　１口＝一軍戦誘致ポス
ター（1,000 枚作成予定）に社名
等を掲載／２口＝前記特典のほか、
「はるか夢球場」周辺に設置する看
板に社名等を掲載
※いずれも掲載期間は平成 29年度
一軍戦開催日まで。
▽申し込み方法　協賛金申込書（市

ホームページに掲載）に必要事項を
記入の上、郵送かファクス・Ｅメー
ルまたは直接持参で、弘前市プロ
野球一軍戦誘致実行委員会事務局
（〒036・8551、上白銀町１の１、
文化スポーツ振興課内、ファクス
35・7956、Ｅメール bunspo@
city.hirosaki.lg.jp）へ。
※協賛金の振込先など、詳しくは市
ホームページ掲載の募集要項等をご
覧下さい。
■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（☎
40・7115）

大
切
な
１
票

忘
れ
ず
に
！

市民税課からのお知らせです

住民税に関する
証明書の発行
　　 6 月 10 日～

　平成 27年度の住民税「所得・課
税証明書」（26 年中の所得分）を
６月 10日から発行します。申請の
際には、申請者本人（窓口に来た人）
であることを確認できるもの（運転
免許証、健康保険証など）を持参し
てください。なお、代理人（同居の
親族を除く）が申請する場合は、委
任状または同意書も必要です。
▽交付窓口　市民税課（市役所２階、
窓口 209）／市民課（市役所１階、総
合窓口）／総合行政窓口（駅前町、

ヒロロ３階）／岩木・相馬総合支所
民生課／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
▽受付時間　平日の午前８時半～午
後５時
※総合行政窓口＝平日…午前 8時
半～午後 7時、土・日曜日、祝日
…午前8時半～午後５時。
▽手数料　１通＝300円
■問い合わせ先　市民税課諸税係
（☎35・1117）
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みんなでつくろう！
　　　　　　消費者が主役の社会 !!

５月は消費者月間

消費者月間パネル展示
▽とき　５月21日～ 27日、午前８時半～午後９時
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、ヒロロ３階）
▽内容　消費生活に関するパネル展やリーフレットの
提供・各種相談の紹介など
■問い合わせ先　市民生活センター（駅前町、ヒロロ
３階、☎34・3179）

　近年、消費者を取り巻く環境は、高齢化の進行、高度情報通信社会の進展、消費生活におけるグローバル化の進
展など、大きく変化しており、それに伴って消費者トラブルや消費者被害の内容などが変化してきています。そこ
で、今後の消費者政策の推進には、これまでの枠組みを超えた取り組みが必要であり、社会経済の全ての主体が消
費者の利益の擁護・増進を意識して活動することが重要です。
　５月は消費者月間です。これにちなみ、「被害に遭わないためにはどうしたらいいのか」「被害に遭ったときには
どうすればいいのか」といった情報を、パネル展示で分かりやすく紹介します。また、併催イベントも開催します
ので、ぜひご来場ください。

併催イベント
【家庭用体重計・キッチンスケールの無料検査】
　家庭で使用している体重計などを無料で検査します
ので、お持ちください。
▽とき　５月22日（金）、午後１時半～４時
【くらしの消費者講座】
　次々と新しい手口がでている悪質商法について、わ

かりやすく説明します。
▽とき　５月23日（土）、午後３時～４時半
▽テーマ　「最近の悪質商法の手口と対策」
▽講師　青森県金融広報委員会金融広報アドバイザー
▽対象　市民または市内に通勤・通学する人
▽定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室１
▽参加料　無料
■問い合わせ・申込先　市民生活センター（☎ 34・
3179）

市政情報
Town Information
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人権・行政問題は相談を
●人権擁護委員…人権問題で困っている人からの
相談に応じています。

●行政相談委員…国の行政全般に対する苦情・要
望を聞き、解決の手助けをしています。

○青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）では、
毎週月～金曜日の午前 10時～午後５時に、常設
人権相談所を開設し相談に応じています。
○人権擁護委員は毎週金曜日、行政相談委員は毎
週水曜日に、市民生活センターでも相談に応じて
います。時間はいずれも午前10時～午後３時。

■阿
あ ぼ

保 香
か よ こ

代子さん …☎ 33・3615
　撫牛子１丁目３の８

■小
お だ ぎ り

田桐 ミツヱさん …☎ 35・1535
　松原東１丁目 16 の 16

■古
こ が わ

川 妙
た え こ

子さん …☎ 32・5256
　中野２丁目６の６

■齊
さいとう

藤 幸
さ ち こ

子さん …☎ 82・2744
　一町田字早稲田 20  
■笹

ささもり
森 智

ともひこ
彦さん …☎ 35・6570

　大久保字宮本 237 の４

■白
しらとり

取 幹
み き と

人さん …☎ 92・3542
　薬師堂字熊本 19 の２

■清
せ い の

野 光
みつのり

則さん …☎ 34・0421
　和徳町 141 の２

■田
た な か

中 均
ひとし

さん …☎ 33・1370
　浜の町東５丁目６の１

■鶴
つ る や

谷 郁
い く こ

子さん …☎ 33・8541
　田町４丁目 12 の３

■外
とのさき

崎 
ゆういち

一さん …☎ 34・8259
　取上２丁目 13 の 13　
■外

とのさき
崎 由

ゆ き こ
紀子さん …☎ 89・2271

　中野５丁目 24 の３　
■西

にしざわ
澤 テツさん …☎ 84・2205

　湯口字一ノ細川７の１

■比
ひ な い

内 道
みちはる

治さん …☎ 87・4330
　山崎５丁目７の３

■福
ふ く し

士 滋
しげる

さん …☎ 36・8952
　和田町２の 17  
■山

やまうち
内 賢

け ん じ
二さん …☎ 31・6077

　親方町 36 関ビル６号　

■飛
あ す か

鳥 範
の り こ

子さん …☎ 88・3675
　大原２丁目３の４

■板
いたがき

垣 肇
はじめ

さん …☎ 87・0382
　中野５丁目 21 の４

■須
す と う

藤 タキさん …☎ 83・2337
　百沢字寺沢 109 の１

■中
なかざわ

澤 省
しょういち

一さん …☎ 84・2052
　相馬字八反田３の１

■野
の ろ

呂 眞
しんせい

正さん …☎ 34・7230
　三岳町７の 13  
■三

み か み
上 トキさん …☎ 82・2669

　兼平字林元 59 の 10

 ■問い合わせ・予約先　消費者信用生活協同組合青森
事務所（☎青森017・752・6755）

法テラス無料法律相談
　市民生活センターを会場に、無料法律相談を実施し
ています。相談は電話による完全予約制で、資力要件
に該当する人が対象となります。詳しくは法テラス青
森へお問い合わせください。
▽とき　毎週火曜日の午後１時～４時、４月25日か
ら隔週土曜日の午前10時半～午後０時半
▽ところ　市民生活センター
▽相談内容　離婚、相続、損害賠償、金銭トラブル、
多重債務など
▽相談員　登録弁護士、司法書士
■問い合わせ・予約先　法テラス青森（☎ 050・
3383・5552）

人権なんでも相談所
　６月１日の「人権擁護委員の日」にちなみ開設しま
す。相談は無料です。
▽とき　６月６日（土）、午前10時～午後４時
▽ところ　青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）
▽相談内容　登記、遺言、戸籍、供託、近隣・家庭内・
学校・職場の問題、子どもに関する悩み事など
▽相談員　法務局職員、人権擁護委員、公証人、司法
書士、土地家屋調査士
■問い合わせ先　青森地方法務局弘前支局総務課（☎
26・1150）
※弘前駅城東口から城東環状 100 円バスを利用し、

市民生活センターの相談窓口
　市民生活センター（駅前町、ヒロロ３階）では、暮
らしの中で起こる困り事、悩み事、契約トラブル、多
重債務問題などに関する相談に応じています。相談は
無料です。気軽にご利用ください。
▽とき　午前８時半～午後５時（毎週月曜日と12月
29日～１月３日は休館）
▽相談内容　消費生活、市民生活に関する相談
▽相談員　市職員
■問い合わせ先　市民生活センター（☎ 33・5830、
34・3179）

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。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　６月３日（水）、午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター
▽内容　生活再建や債務整理に必要な資金の貸付に関
すること

市民生活センターなどの相談窓口
「城東タウンプラザ前」バス停で降りると便利です。

無料電話法律相談会
　長時間労働、パワハラなどの労働問題、離婚、ＤＶ
など女性の権利に関する問題に詳しい弁護士が、対処
の方法や法律知識を提供し適切なアドバイスを行いま
す。相談料は無料です。事前にお問い合せください。
【労働問題相談（雇用問題・パワハラなど）】
▽とき　６月10日（水）、午後３時～８時
▽電話番号　フリーダイヤル0120・610・168
【女性の権利相談（離婚・ＤＶなど）】
▽とき　６月24日（水）、午後１時～４時
▽電話番号　青森017・777・7285
■問い合わせ先　青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285）

シンフォニー
「成年後見制度を考える会」相談室
　相続、財産管理、将来への不安など、成年後見に関
わる法律・社会生活上の諸問題について、相談員が無
料で相談に応じます（秘密厳守）。
▽とき　５月31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）２階第１会
議室
▽相談員　公証人、弁護士、司法書士
※事前の申し込みは不要ですが、当日は午後３時で受
け付けを終了します。
■問い合わせ先　シンフォニー「成年後見制度を考え
る会」（鎌田さん、☎兼ファクス38・1829）

市民生活センターの相談窓口のほかに、
各種相談窓口などが設置されます。困
り事、悩み事があるときは、一人で抱
え込まず、早めにご相談ください。
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市政情報
Town Information

【上級一般行政、上級建設（土木・建築）、上級福祉、
社会人一般行政、社会人建設（土木）、社会人福祉、
保健師】
▽採用予定　上級一般行政＝12人／上級建設（土木）
＝３人／上級建設（建築）＝１人／上級福祉＝１人／
社会人一般行政＝７人／社会人建設（土木）＝１人／
社会人福祉＝１人／保健師＝４人
▽第１次試験　６月 28 日（日）、県立弘前工業高等

学校（馬屋町）
▽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、6 月８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（上級・社会人・保健師）

▽対象　経済的な理由により修学が困難で、次の①お
よび②に該当する人
①市内に住所がある家庭の被扶養者で、高等学校以上
の学校（専門学校を含む）に在学している人
②ほかの奨学金の貸与または給付を受けていない人
▽奨学金の額
①大学（大学院、短大を含む）・専門学校＝月額２万
5,000円
②高等学校・中等教育学校後期課程＝月額１万3,000円

▽貸与期間　在学する学校の正規の修学期間（４月分
にさかのぼって貸与）
▽返還方法　卒業後１年経過してから 10年以内で、
年賦・半年賦・月賦のいずれか（無利息）
▽申し込み　６月12日までに、教育政策課（岩木庁
舎２階）か学務健康課弘前分室（市役所１階）へ。
※家庭の経済状況や学力などを基に選考し、結果を７
月中旬に通知します。
■問い合わせ先　教育政策課（☎82・1639）

 対象となる人は
申し込みを 弘前市奨学生の募集

　市では、カラスなどによるごみ集積所での食い荒ら
し対策として、ごみ集積ボックスを新たに設置する際、
設置費用の一部を補助します。
▽対象者　ごみ集積所を設置および管理するもの（例
…町会、集合住宅所有者など）
▽補助対象経費　ごみ集積ボックスの購入費または自
らごみ集積ボックスを作製する場合の材料費
▽補助金額　ごみ集積ボックス１基につき補助対象経
費の２分の１または10万円のいずれか少ない額

※１補助対象者に対するごみ集積ボックスの基数に上
限はありません。
▽応募期間　平成28年１月 29日までの午前８時半
～午後５時 （土 ･日曜日、 祝日および年末年始を除
く）
▽その他　補助金の交付額が予算枠を超えた場合、応
募期間中でも申請を締め切ります。
■問い合わせ ･ 応募先　環境管理課環境事業所資源循
環係（☎35・1130）

 より良い
地域環境のために ごみ集積ボックス設置事業費補助金

「農業ひろさき」が日本一の賞を受賞 !!

　本事業は、地域における消費喚起とともに、冬期間
における快適な生活空間の確保と市民の雪処理にか
かる負担軽減を図るため、敷地内に融雪装置を新たに
設置する市民に対して、設置費用の一部を補助するも
のです。
　融雪装置の設置を考えている人は、この機会にぜひ
ご活用ください。
▽対象者　市内在住の人、または実績報告時までに市
内に住所を有する人で、市税などを滞納していない人
▽対象事業　自らの居住を目的とする住居およびそ
の敷地に、融雪装置を新たに設置する人で、次の①～
④の条件をすべて満たす人
①交付申請前に着手していないこと
②平成 27年 11月 20日までに完了する事業である
こと
③土地・建物所有者と申請者が異なる場合、当該土地・
建物所有者の承諾を得ていること
④事業の全部または一部について、県や市の同様の助
成事業の対象となっていないこと
▽対象となる融雪装置　融雪槽、融雪機、ロードヒー
ティング、屋根融雪　
※地下水散水融雪装置は対象外。

▽補助率・補助金額　補助対象経費に３分の１を乗じ
て得た額または20万円のいずれか少ない額（千円未
満の端数は切り捨て）
▽受付期間　５月 15日～７月 15日、午前８時半～
午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
▽申請書類など　スマートシティ推進室、岩木・相馬
総合支所、各出張所に配置しているほか、市ホーム
ページに掲載
▽注意事項など　
　事業の内容や状況によっては補助の対象とならな
い場合があります／交付申請の合計金額が予算額を
越えた場合は抽選となります。交付申請後であれば工
事などに着手することは可能ですが、抽選の場合は当
選者にのみ補助金を交付しますのでご了承ください
／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、受付期間内に申請し
てください／本事業は、国の地域活性化・地域住民生
活等緊急支援交付金（平成26年度補正予算分）を活
用するもので、単年度事業として実施するものです
※詳しくはお問い合せください。
■問い合わせ・申請先　スマートシティ推進室（市役
所５階、☎40・7109）

弘前市融雪装置設置費補助事業融雪装置の設置
費を補助します

　市では、弘南鉄道大鰐線中央弘前駅地区周辺の活性
化と交通結節点の強化を図り、中心市街地を「歩いて
出掛けたくなる賑わいのあるまち」とすることを目
的に、目指すべき駅周辺の将来像の実現に向けた「弘
南鉄道大鰐線中央弘前駅前広場周辺利活用計画（案）」
の策定を行っています。
　このたび、計画（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　5月 26日～ 6月 9日（必着）
▽計画素案の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧（土・日曜日を除く）
　都市政策課（市役所５階）、岩木総合支所総務課（賀
田一丁目）、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市内に事務所など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、または寄附を行
う人

⑥弘南鉄道大鰐線中央弘前駅前広場周辺利活用計画
（案）に利害関係を有する人
▽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、「弘南鉄道大鰐線中央弘前
駅前広場周辺利活用計画（案）への意見」など）を記
入の上、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（☎35・1134）

弘南鉄道大鰐線中央弘前駅前広場周辺利活用
計画（案）へのパブリックコメントを募集します

意見や提案を
お寄せください

　４月８日、弘前市農業委員会発行の「農業ひろさき」
が第21回「農業委員会だより」全国コンクールでの
応募43作品中、最高の賞である最優秀賞を受賞しま
した。
　平成 12年と平成 21年に続いて３度目の受賞とな
りますが、最優秀賞を通算で三度受賞したのは、弘前
市が全国初となる快挙です。
　「農業ひろさき」は毎月１回、約１万3,000部発行
している農家のための広報紙です。旧弘前市での昭和
38年８月の創刊以来、休むことなく毎月発行してい

ます。今回の受賞は、タイムリーな情報提供と農業委
員６人で構成する編集委員会が農家の視点で紙面を作
成していることなどが
評価されました。
■問い合わせ先　農
業委員会事務局（☎
40・7104）

▼（左から）奥元編集委
員長、下山会長、葛西市長、
外﨑編集副委員長

ＮＥＷＳ
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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
◎海からの贈り物
▽とき　５月 16日～ 24日の午前
９時～午後４時
▽内容　石と流木を使ったインスタ
レーション
▽観覧料　無料
◎前掛けバッグ展
▽とき　５月 29日～６月７日の午
前９時～午後４時
◎岩木かちゃらず会こぎん刺し体験
▽とき　毎週日曜日の午前 10時～
午後３時（随時受け付け）
▽体験料　１枚 250 円（コース
ター・しおりなど）
※作品販売もあります。
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽休館日　６月２日
■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」
▽とき　５月24日（日）
　　　　午前10 時～
▽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）

第 17 回レクリエーション
スポーツ祭
　レクリエーションスポーツの普及
を図るとともに、市民の健康保持や
親ぼくを図るために開催します。
▽とき　５月24日（日）
　　　　午前９時半～

▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　バウンドテニス、インディ
アカ、グラウンドゴルフ、ターゲッ
トバードゴルフなどのレクリエー
ションスポーツ（参加賞もあり）
▽対象　市民
▽参加料　無料（申し込みは不要。
当日直接会場へ）
※初心者には指導します。また、用
具の無い人には貸し出しします。
■問弘前市レクリエーションスポーツ
協会（奥出さん、☎ 33・8908）

津軽森・つがるもり 2015

　岩木山のふもとで、陶、ガラス、
木、染織、金属、皮革、漆などの作
家が集うクラフトフェアを開催しま
す。全国から集まった 120 人の作
家から生まれた「美しい仕事」に触
れ合ってみませんか。
▽とき　５月 30日の午前 10時～
午後５時、31日の午前９時～午後
５時（雨天決行）
▽ところ　桜林公園（百沢字東岩木
山）
■問つがるもり実行委員会（☎ 88・
1424）

弘前図書館の催し

◎よんちゃんのおたのしみおはなし
会
▽とき　５月30日（土）
　　　　午前11時～ 11時半
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽内容　弘前市国際交流員の崔永先
（チェヨンソン）さんが韓国の昔話
を韓国語と日本語で読み聞かせし、
韓国語クイズなどもします。
▽対象　おおむね４歳～小学校４年
生までの児童
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

高長根レクリエーションの森

【初心者山菜採り体験】
　初心者を対象にハイキングをしな
がら、山菜採り体験を行います。

▽とき　５月 31 日（日）、午前９
時半～正午（雨天中止）
▽ところ　高長根レクリエーション
の森（高杉字神原）
※現地集合。
▽定員　50 人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　飲料水、長靴、軍手、タ
オル
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

ヒロロスクエアコミュニ
ケーションゾーンの催し
【親子で一緒に英語で 1.2.3 ！】
　外国人と一緒に英語で遊んでみま
せんか。
▽とき　６月４日（木）
　　　　午前10時半～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽対象　０歳～就学前の子とその保
護者＝25組（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。服装は自
由です。
■問セミナー・ハンサムウーマン
（田中さん、☎携帯 090・2606・
7018、■Ｆ 33・3476）、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〉）

農家のおかあさん直伝！
「おいのまんま」
　市内農家の“おかあさん”と交流
しながら、農家のまかない食「おい
のまんま」を作ってみませんか。
▽とき　６月５日（金）
　　　　午前10時～午後１時
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　津軽のいなりずし作りほか
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　2,000 円
■問５月 20 日までに、電話かファ
クスで、巧みなママねっと事務局
（佐藤さん、☎携帯 090・9637・
6377、■Ｆ 96・2660）へ。

　市では、平成９年４月から「弘前市自転車等の放置
防止に関する条例」に基づき、JR弘前駅中央口周辺
の一帯を自転車や原付バイクの放置禁止区域に指定し
ていますが、依然として放置されている自転車などが
見受けられます。
　「放置されている自転車など」とは、公共の場所（道
路や広場など）に置かれている自転車や原付バイクで、
利用者がその場を離れていて、すぐに移動できない状
態のものをいいます。
　道路や歩道などに放置された自転車やバイクは、歩
行者の妨げとなり、子どもや身体の不自由な人には大
変危険です。また、緊急時の障害となったり、街の美
観を損ねることにもなります。
▽禁止区域に放置すると
　市では禁止区域に自転車などが放置されている場
合、次のように取り扱います。
①警告札を取り付ける
②警告後も放置されている場合は撤去する
③撤去後は城西大橋下の保管所（南袋町）で一時保管
する
④所有者が判明した場合は、引き取りの通知をする
⑤引き取りのない自転車などは告示後２カ月で処分す
る
※放置自転車の販売はしていません。
▽撤去自転車などの引き取り
　撤去自転車などが一時保管されている保管所に、次
のものを持参してください。
①身分を証明するもの（免許証、学生証、保険証など）
②印鑑

③鍵
④撤去保管料（１台）…自転車＝ 2,050 円／原付バ
イク＝3,080円
【自転車の盗難にご注意を】
　JR弘前駅周辺、大型商店、学校などの駐輪場で自
転車の盗難が増えています。盗難防止のために次のこ
とを心掛けてください。
①鍵は必ず掛ける
※１つだけでなく、二重三重に掛けるようにする。
②外されにくい鍵（ワイヤー錠やU字ロックなど）
を取り付ける
③購入時に必ず防犯登録をする（盗難にあった場合、
自転車を探す手掛かりとなります）
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（市役所
５階、☎35・1102）

市政情報
Town Information

JR 弘前駅中央口周辺は
自転車や原付バイクの放置禁止区域

 調査にご協力
ください 地籍調査　～「地籍」は土地の「戸籍」です～

地籍調査の進め方
５月中旬 地元の集会所で説明会開催

６月上旬～

現地調査開始
・立会通知書（はがき）の送付…現地調査の対
象地や立ち会いの日時、集合場所のお知らせ
・現地調査当日※…立会通知書（はがき）に記
載された場所に集合（本人が立ち会いできない
場合は代理人）

７月以降 測量を行い、地籍図・地籍簿を作製

平成 28 年
２月中旬～
３月上旬

作製した地籍図・地籍簿の閲覧※
・地元の集会所および市農村整備課で 20日間
実施

↓
閲覧の結果、異議がなければ県の認証を経て法
務局へ

↓
調査結果に基づき登記簿を訂正
地籍図は公図として法務局に備え付け

「※」の際には、本人または代理人の参加・立ち会い・確認が
必要です。

　地籍調査は、土地登記の単位である「筆」ごとに、
所有者・地番・地目および境界の調査・測量を行い、「地
籍図」や「地籍簿」を作成する事業です。皆さんの財
産である土地の保全に万全を期するため、調査にご協
力をお願いします。
▽平成 27 年度調査実施予定地
石渡２丁目・３丁目・４丁目、浜の町北１丁目・２丁
目
▽土地所有者へのお願い
○あらかじめ隣接する土地の所有者と土地の境界を確
認しておいてください。
○土地の境界が雑草などで確認しにくい場所は、刈り
払いなどをし、境界を明らかにしておいてください。
○立ち会いについては登記名義人に通知しますので、
売買などがあり登記が済んでいない場合は、早めに登
記手続きをしておいてください。
■問い合わせ先　農村整備課（☎40・7103）

ルール・マナー
を守りましょう
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④６月 20日、７月 11日、いずれ
も午前 10時～と午後１時～（各日
2回開催）＝ CGでプリント布地
をつくってみませんか～チェック柄
編～／⑤８月１日、午前９時半～午
後０時半＝中高生のためのクッキン
グレッスン !Let's Try! パーティメ
ニューも手作りで♪
▽ところ　①③④⑤＝東北女子短期
大学（上瓦ケ町）／②＝ヒロロ（駅
前町）3階多世代交流室２および健
康ホール
▽対象　①高校生以上＝ 30人／②
３歳～６歳までの就学前の子とその
保護者＝ 15組～ 20組／③市民＝
20人／④中学生以上＝各回３人／
⑤中学・高校生＝20人
▽受講料　①＝ 300 円（食材費と
して）／②③④⑤＝無料
■問５月 20 日から、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、
■Ｆ 32・6153、 ■Ｅ tibunken@
toutan.ac.jp 、 ■Ｈ http://www.
toutan.ac.jp/）へ。

ヒロロ健康サークル
～みんなで体を動かそう～
▽とき　６月９日～ 30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　毎週継続して参加できる
40 歳以上の市民＝30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（ふりがな）・年齢・電話
番号・サークル名（ヒロロ健康サー
クル）を記入し、５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。
■問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

平日の午前９時～午後６時）

津軽三味線ミニライブ2015

　岩木山ふもとの自然を背景に奏で
る津軽三味線の音色を楽しんでみま
せんか。
▽期間　10 月 25 日までの毎週日
曜日、祝日
▽時間・場所　①午前11 時半～＝
農産物直売施設・野市里（宮地字川
添）／②午後０時半～＝岩木山神社
（百沢字寺沢）／③午後１時半～＝
嶽温泉広場（常盤野字湯の沢）／④
午後２時半～＝岩木観光物産案内所
（百沢字裾野）
※演奏時間は各場所約30分です。
▽料金　無料
■問岩木山観光協会（☎ 83・3000、
午前９時～午後５時）

バドミントン教室

【初心者向け】
▽とき　６月３日～７月８日の毎週
水曜日、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　市民＝20人（先着順）
【中級者向け】
▽とき　６月４日～７月９日の毎週
木曜日、午後1時～ 3時
▽内容　基本・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（各自傷害保険に加
入を）
※事前の申し込みが必要。
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

健康体操
＆屋内ウオーキング教室
▽とき　６月４日・18 日の午前
10 時～正午
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　体のゆがみ、筋肉のバラン

スなど、参加者が自身の体を知るこ
とを目的とした体操および気づいた
問題点を克服に導くための体操とウ
オーキングの指導。
▽講師　葛原仁美さん（健康運動指
導士）
▽対象　市民＝各回20人（先着順）
▽参加料　500 円（傷害保険料を
含む）
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物、使い古しのストッ
キング（用意できる人）、運動ので
きる服装
※事前の申し込みが必要。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

手軽に楽しい健康づくり教室

▽とき　６月５日～ 26日の毎週金
曜日、午後１時半～２時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　全身をほぐすストレッチ体
操や体力・筋力の保持、増進を目的
とした簡単な筋力トレーニング、脳
トレなど
▽対象　20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（ふりがな）・年齢・電話
番号・教室名を記入し、５月 25日
（必着）までに弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（〒036・8057、八幡町１丁
目９の１）へ。
※家族や友人同士で参加希望の場合
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。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　①６月７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（９）／②
６月 14 日、７月 26 日、午前 10
時半～ 11時半＝保育講座（親子で
あそぼうわらべうたなど）／③６月
20 日、午前 10 時～ 11 時半＝歩
いて脳を鍛えましょう !～スクエア
ステップに挑戦してみませんか～／

まめしぐ・さがしぐ・あずましぐ
～楽しいふる里ことば～
　方言王国「あずましの國・青森」
代表の渋谷伯龍さんとともに、津軽
に伝わる言葉を考えてみませんか。
▽とき　６月６日（土）
　　　　午前10時～
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽定員　50人（先着順）
▽講師　渋谷伯龍さん
▽参加料　無料　
※事前の申し込みが必要。
■問三浦造園（☎95・2246）

水道週間の催し

　６月１日～７日の水道週間にちな
み、イベントを開催します。
【家庭巡回サービス】
　６月１日～５日に、ひとり暮らし
の高齢者や体の不自由な人の家庭を
対象に、給水装置の無料点検を行い
ます。
▽申込先　上下水道部営業課（茂森
町、☎36・8115）
【アンケート調査】
　６月１日～５日に、上下水道部（茂
森町）１階の窓口でアンケートに回
答すると、ポケットティッシュがも
らえます。
【「弘前市水道週間」イベント】
▽とき　６月６日（土）、午前９時
～午後４時

▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽内容　「ひろさきの水」ペットボ
トル水飲み比べ、パネル展示、ペッ
トボトル水（ひろさきの水）や上下
水道部オリジナル洗顔タオルの無料
配布など
■問 上 下 水 道 部 総 務 課 ( ☎ 36・
8100)

第９回 B&G 会長杯
グラウンドゴルフ大会
▽とき　６月７日（日）、午前９時～
▽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　24ホールを個人戦、団体
戦で競います。
▽対象　市民
▽参加料　１人 500 円（保険料含
む）
■問申込用紙に参加料を添えて、５月
20日までに弘前B&G 海洋センター
（☎ 33・4545、火曜日は休み）へ。
※申込用紙は、弘前 B&G 海洋セ
ンターで配布しています。

「第 40 回岩木山一周歩こう
会」参加者募集
▽とき　６月７日（日）
▽ところ　岩木山周回道路（岩木山
ろく、約42㎞）
▽参加料　1,500円
▽申し込み方法　５月28日（必着）

までに、はがきかホームページ、ま
たはEメール（住所、氏名、性別、
生年月日を記入）で申し込みを。
■問弘前勤労者山岳会（工藤さん、
〒 036・8094　外崎５丁目９の
10、☎携帯 090・7937・6146、
■Ｈ http://www.hirosakirousan.
net/、 ■Ｅ kndrm915@yahoo.
co.jp）

樹木医と行く古木･名木めぐり
　
　古木・名木を樹木医がガイドしま
す。間近で観察し、自然の力強さを
感じてください。
▽とき　６月１4日（日）、午前９
時～午後１時（雨天決行）
▽集合場所　緑の相談所（弘前公園
内、下白銀町）
▽ツアールート　①アイグロマツ
（弘前公園）→②クジャクガシワ（猿
賀神社）→③ケヤキ（七柱神社）→
④ケヤキ夫婦木（愛宕神社）→⑤ポ
プラ（東公園）→弘前公園解散
※バス移動あり。
▽対象　中学生以上＝20人（先着順）
▽参加料　1,000 円
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　雨具、タオル、動きやす
い服装
■問市みどりの協会（☎ 33・8733、
午前９時～午後５時）

第２回白神山地野遊楽校
▽とき　６月20日（土）
　　　　午後１時～３時
▽集合　アクアグリーンビレッジ
ANMON（西目屋村川原平）
▽内容　マザーツリーに会いに行こ
う、山菜を探してみよう
▽対象　小学校２年生以上の児童と
その保護者（原則、保護者同伴）＝
50人程度（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　５月 18日～６月
８日に、電話かファクスまたはＥ
メールで、ECOリパブリック白神
（ ☎ 88・8808、 ■Ｆ 88・8809、
■Ｅ jimukyoku@shirakamifund.
jp）へ。
※申込書はホームページ（■Ｈ
http://shirakamifund.jp/）から
ダウンロードできます。
■問 ECOリパブリック白神（百石町、

 教室・講座
 

 

『幸せのカタチは決してひとつではない。』
　「津軽百年食堂」の長女が織りなす心温
まるヒューマンドラマです。５月 30 日
（土）の県内先行ロードショーに伴い、お
得な特別前売鑑賞券を販売しています。
▽とき　５月30日（土）～
※全国公開は６月13日（土）～
▽ところ　イオンシネマ弘前（高崎2丁目）
ほか
▽特別前売鑑賞券料金　1,100円
▽公式ホームページ　http://raianoinori.com/
▽鑑賞券販売所　弘前市立観光館（下白銀町）、弘前まちなか情報センター（土
手町）
■問観光政策課（☎35・1128）

映画『ライアの祈り』
　　　　　　　県内先行ロードショー

©2015「ライアの祈り」製作委員会

© 森沢明夫／小学館
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（必着）までに金属町体育センター
（〒036・8245、金属町 1の 9）へ。
※家族や友人同士で参加希望の場合
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。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

初めてステップ教室

　有酸素運動の効果で、シェイプ
アップにつながります。
▽とき　６月４日・11 日・18 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　音楽に合わせて踏み台昇降
運動
▽対象　市内に勤務か居住の働く青
少年（おおむね 35歳まで）＝ 15
人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　室内用シューズ、タオル、
飲み物、運動のできる服装
■問６月２日までに、勤労青少年ホー
ム（☎ 34・4361）へ。

ラケットテニス体験教室

▽とき　６月８日～ 29日の毎週月
曜日、午前10 時～正午
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）アリーナ
▽内容　ストロークからゲームまで
▽対象　市民＝ 10 人（初級者）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　シューズ、タオルなど
▽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、５月 31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）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【メール講座】
▽とき　６月 12 日・19 日の午前
10時～午後３時
※２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　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
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　５月 24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）

弘前市ナイターテニス教室

▽とき　６月９日・12日・16日・
19日の午後７時～８時半
▽ところ　千年庭球場（小栗山字川
合）
▽内容　硬式テニスの基本ストロー
クなど
▽対象　一般（高校生以上）初級・
中級・上級＝各15人／ジュニア（小
学生）＝10人
▽参加料　一般＝ 2,000 円／ジュ
ニア＝1,000円
※保険料を含む。当日徴収します。
▽申 し 込 み 方 法　５月 30 日ま
で に、 Ｅ メ ー ル（hirote1961
＠ gmail.com）またはホームペー
ジ（http://hirosakitennis.yu-
yake.com/index.html） で 申 し
込みを。　
■問弘前テニスクラブ（原田さん、☎
28・2788）

かけっこ教室

▽とき　６月15日～７月 16日の
毎週月・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　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
▽対象　小学校１～４年生＝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・年齢・連絡先・教室名
を記入し、５月 29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。
※家族や友人同士での参加の場合
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）

文化グループ講習会

【七宝焼講習会～たった２時間でで
きるステキな七宝焼きアクセサリー
～】
　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
ループ「宝友会」が行う一般向けの
講座です。
▽とき　６月14日（日）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　ペンダントまたはブローチ
の製作
▽定員　20 人（先着順）
▽参加料　1,000 円（材料費として）
▽持ち物　エプロン、筆記用具
▽その他　初心者、経験者は問いま
せん。当日のキャンセルは材料費を
いただきます。
■問５月 26 日までに、電話かファ
クスまたはＥメールで中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

ヨガ教室

▽とき　平成 28年３月までの毎週
水曜日、午前10時半～正午
▽ところ　岩木山総合公園（百沢裾
野）
▽内容　お香が香り、ゆったりとし
た音楽が流れる空間で、心身のこり
をほぐします。
▽参加料　１回 500 円（各自傷害
保険などに加入を）
※初回は無料で体験できます。
▽持ち物　ヨガマット、バスタオル
（貸し出し有り）
▽その他　無料シャトルバスが利用
できます（２日前までに予約が必
要）。詳しくは問い合わせを。
■問岩木山総合公園（☎83・2311）

緊急地震速報を受信した際
の行動訓練
　市では、緊急地震速報を受信した
際の行動訓練を実施します。
　訓練は、防災行政無線より緊急地
震速報を放送しますので、放送を聞
いた人は、頭を守って安全な場所へ
避難するなど、身を守る行動を実践
してみましょう。
▽訓練日時　５月 27 日（水）の

10時 15分ころ
※気象・地震活動の状況等によって
は、訓練を中止することがあります。
▽放送内容の確認方法　放送が聞き
取りにくかった時などは、電話（☎
40・7110）で内容を確認できます。
■問防災安全課（☎40・7100）

「留学生と遊ぼう！キッズア
ジアン・プラス」会員募集
▽活動期間　６月～ 12月の期間に
10回程度、おおむね土曜日の午後
２時間程度（第１回目の活動予定日
は６月６日の午後２時～４時）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽内容　外国の文化、初歩的な会話
を理解するためのゲームや活動、り
んごもぎ体験、調理実習など（第１
回目は留学生と一緒にゲームを交え
た自己紹介をします）
▽対象　市内の小学校４年生～中学
生＝20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具
▽申し込み方法　住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、性別、学校名、
学年、保護者氏名を記入し、５月
29日までに、ファクスまたはＥメー
ルで申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

ヨット・カヌー教室

▽とき　５月 24日～９月６日の毎
週土・日曜日、午前10時～正午
▽ところ　弘前公園西濠
▽内容　ヨット・カヌーの実技と理
論
▽対象　小学校３年生以上＝ 30人
（先着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽その他　使用器材およびテキスト
などは主催者が準備します。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（八幡町
１丁目、☎33・4545）

市民フォークダンス教室

▽とき　６月１日～ 29日までの毎
週月曜日、午後７時～８時半
▽ところ　大成小学校（御幸町）体
育館
▽内容　世界のフォークダンスの基
礎と踊り方
▽対象　市民　
▽参加料　無料
▽持ち物　室内用シューズ
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市フォークダンス協会事務局
（佐々木さん、☎33・6537）

金属町体育センターの教室

【脳と体を使って楽しく健康教室】
▽とき　６月４日～ 25日の毎週木
曜日、午前10時半～ 11時半
▽内容　脳と体を使った簡単なリズ
ム体操、ゲーム
▽対象　市民＝10人
【ゆったり体力ＵＰストレッチ体操】
▽とき　６月５日～７月 17日の毎
週金曜日、午前10時半～ 11時半
▽内容　ストレッチ体操、筋力ト
レーニング、脳トレ
▽対象　市民＝12人
～共通事項～
▽ところ　金属町体育センター
▽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・
希望教室名を記入し、５月 28 日

 その他
  

第 10 回古都ひろさき花火の集い

▽とき　６月 20 日（土）、午後７
時半打ち上げ開始
※雨天決行。大雨・強風の場合は順
延します（順延日…21日）。
▽ところ　悪戸河川敷運動場
▽チケット取扱場所　弘前商工会議
所（☎ 33・4111）／岩木山商工
会（☎82・3325）／成岩商店（五
所字野沢、☎84・2012）／イトー
ヨーカドー弘前店（☎ 33・5511）
／さくら野弘前店（☎ 26・1120）
／中三弘前店（☎ 34・3131）／
ヒロロ（☎35・0123）／インター
ネットでも購入可（右記ホームペー
ジから）

※６月 15日以降は弘前商工会議所
のみで販売。
▽その他　当日、会場内で「花火
de 合コン」を開催（チケットは中
三弘前店のみ）。また、開催 10 回
目を記念して、結婚 10周年の夫婦
を無料で招待します（限定100組）。
詳しくは実行委員会へお問い合わせ
ください。
■問い合わせ先　ひろさき市民花火
の集い実行委員会（弘前商工会議所
内、☎ 33・4111、ホームページ
http://www.hiro-hanabi.com/）
※チケットの種類・料金および当日
の駐車場や交通規制など詳しくは、

広報ひろさき５月１日号と同時配布
したチラシをご覧ください。
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と（回線の種類によっては設置でき
ない場合があります）。
▽利用料（１カ月当たり）　①世
帯全員が住民税非課税の場合＝
1,080 円／②世帯に住民税課税者
がいる場合＝ 1,620 円
※毎年６月ごろ、課税調査を実施す
ることなどから、利用料が変更にな
る場合があります。
■問介護福祉課高齢福祉係（☎ 40・
7114）

記入の上、同封の返信用封筒で健康
づくり推進課に返送してください。
予備調査の結果、２次健診をお勧め
する場合は、再度お知らせします。
■問健康づくり推進課（野田２丁目、
弘前市保健センター内、☎ 37・
3750）

甲種防火管理再講習
該当する施設は受講を！
▽とき　６月26日（金）
　　　　午前10 時～正午
▽ところ　黒石消防署（黒石市追子
野木１丁目）２階講堂
▽定員　100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　６月１日～ 15 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/）

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、幼虫期に樹木の枝・葉にクモの
巣のような巣網を作り、集団で巣網
内の葉を食べ尽くした後、付近一帯
の樹木に被害を及ぼします。
　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、５月下旬から７
月ごろと８月から９月ごろの年２回
です。
▽駆除・対策　葉に巣網を発見した
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ご注意を。
　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、町会を対象に薬剤噴霧
機を貸し出します。
　薬剤噴霧機の使用については、町

会長と相談ください。
　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。
■問環境管理課（☎ 40・7035）

目の見え方などに関する
無料相談教室
▽とき　５月 28 日、６月 25 日、
８ 月 27 日、10 月 22 日、11 月
26日、12月 24日、平成 28年１
月 28日の午前 10時～正午、午後
１時～３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）就学支援室
▽対象　市民（乳幼児も可）
※事前の予約が必要です。
■問ロービジョン相談支援センター
（青森県立盲学校内、☎青森 017・
726・2239、土・日曜日、祝日を
除く午前９時～午後４時）

平成 27 年度
労働保険の年度更新
　労働保険（労災保険・雇用保険）
の年度更新手続きはお済みですか。
　平成 26 年度確定保険料と平成
27年度概算保険料の申告・納付期
間は６月１日から７月 10日までで
すので、早めに最寄りの金融機関や
郵便局で手続きを。
■問青森労働局総務部労働保険徴収室
（☎青森017・734・4145）

緊急通報システム事業の
お知らせ
　病弱等により緊急通報を必要とす
る高齢者などに緊急通報システムを
貸与する事業を実施しています。
▽対象　市内に住所を有するおおむ
ね 65歳以上の病弱な高齢者、重度
の身体障がい者などが属する全ての
世帯（世帯員がいる場合、就労など
により長時間、世帯員が不在となる
場合に限る）
※家庭にアナログ電話回線があるこ

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　５月30日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室２
▽テーマ　「現在 81歳 !! まだまだ
続くボランティアパワー！ 48歳か
らボランティアを始め、2011年の
東日本大震災後、岩手県野田村（被
災地）でのボランティア活動に最多
参加しています。」
▽参加料　無料
▽講師　高橋康男さん
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎ 38・5595）

危険物安全週間

「無事故へと　気持ち集中　はっけ
よい」（平成 27 年度危険物安全週
間推進標語）
　６月７日～13日は危険物安全週
間です。
　近年は全国的に、石油類など危険
物を取り扱う際の事故が増加傾向に
あります。事故の原因は、誤った取
り扱いやうっかりミスなど人的要因
がほとんどです。危険物を取り扱う
ときは、安全を再確認するように心
掛けましょう。
　なお、消防本部では、危険物安全
週間にちなみ、危険物関係事業所の
消防訓練や立ち入り検査などを実施
します。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

技能講習会

【玉掛け技能講習】
▽とき　６月10日～ 13日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝桝形運送ト
ラック駐車場（小比内字福田萢）
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円
※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。いずれもテキスト代
1,645円が別途必要。
▽申込期間　５月 19日～ 26日の
午前９時～午後５時
【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＝６月 22 日 ～ 25 日／大型特
殊自動車運転免許証（カタピラ限定
なし）保有者＝６月22日・23日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝つがる弘前
農協・河東地区りんご施設（悪戸字
芦野）
▽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（ともにテキスト代
1,620 円が別途必要）
▽申込期間　６月１日～８日の午前
９時～午後５時
～共通事項～
▽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申請時に失
業中で、かつハローワークに登録
をして求職している 35歳以上の人
／③出稼労働者手帳を所持している
18 歳以上の人
▽申し込み手続き　印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証かハローワークカードまたは
出稼労働者手帳（有効期限内のも
の）、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）　

プラネタリウムに絵を飾ろう!!

　中央公民館では、８月のスター
ウィーク（星座に親しむ週間）にち
なみ、７月18日～８月 24日に「ス
ターウィーク絵画展」を開催します。
　開催に先駆けて、展示する作品を
募集します。
▽テーマ　「うちゅうのゆうえんち」
▽応募資格　就学前の幼児
▽応募規定　①紙質は画用紙でサイ
ズは八つ切り／②着色は蛍光ペン・
色鉛筆を使用しない／③自作、未発

表の作品で１人１点／④テーマにち
なんだ内容の作品とする／⑤作品の
タイトルを作品中に入れない
▽応募方法　作品の裏面に、タイト
ル・住所・氏名・年齢・幼稚園、保
育園名・電話番号・作品返却希望の
有無を記入し、折り曲げないで郵送
または持参してください。
▽応募締め切り　６月29日（必着）
▽作品の選考　絵画展期間中のプラ
ネタリウム観覧者の投票により、上
位３人の作品を優秀作品とし、プラ
ネタリウム掲示板および同館ホーム
ページで発表します。
▽表彰　優秀作品には賞状と副賞を
贈呈します。
▽作品の展示　弘前文化センター
（下白銀町）プラネタリウム展示ロ
ビーで展示します。
▽作品の返却　優秀作品を除く作品
は、９月12日までに返却します（優
秀作品は９月 12日までプラネタリ
ウム展示ロビーで展示）。
■問中央公民館（〒036・8356、下
白銀町19 の４、弘前文化センター
内、☎ 33・6561、火曜日は休み）

自衛官募集

【男子自衛官候補生（陸・海・空）】
▽受験資格　18 歳以上 27 歳未満
の人
▽受付期間　６月１日～12日
▽試験日　６月20日
▽試験場所（予定）　青森駐屯地（青
森市浪館字近野）、八戸駐屯地（八
戸市市川町字桔梗野官地）
▽合格発表　７月上旬（予定）
※詳しくは問い合わせを。
■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）

５歳児発達健診（前期）

▽対象　平成 22年４月２日～９月
30日生まれの平成 28年度就学時
健康調査に該当する子ども（後期の
実施予定等は、後日お知らせします）
▽予備調査　対象となる子どもを持
つ保護者には、６月中旬までに調査
用紙を送付します。調査にご協
力いただける人、さらに２次健診を
希望する人は、調査用紙と連絡票に

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
6/7 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
14 山内整形外科（城東４） ☎26・3336
21 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
28 吉田クリニック（百石

町）
☎37・6300

耳鼻咽喉科・眼科
6/
14

加藤眼科クリニック（田
町５）

☎31・3711

28 よしだ耳鼻科・小児科
（中野２）

☎33・2306

歯　科
6/7 あべ歯科医院（青山３）☎37・3737
14 副島歯科医院（稔町） ☎38・7272
21 代官町クリニック吉田

歯科（代官町）
☎38・4142

28 安原田中歯科医院（安
原３）

☎37・7311

内　科
6/7 関医院中津軽診療所（賀

田１）
☎82・3006

14 さがらクリニック（桔梗
野 1） ☎37・2070

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

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　   176,524人  （－1,191）
　 男　　   80,702人　 （－618）
　 女　　   95,822人　 （－573）
・世帯数　  72,489世帯（－308）
平成 27年４月１日現在（推計）
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　平木浮世絵財団は、実業家・平木信二氏の収集品に基づき昭和47年に設立されました。その核となる平木コレク
ションは、戦前の日本の三大浮世絵コレクションであった三原・斎藤コレクションを加え集大成されたもので、日本
屈指の良質な浮世絵コレクションとして国内外から高く評価されています。
　平木コレクションは、特定の時期や絵師に偏ることなく、浮世絵の歴史を体系的にたどることができるよう形成さ
れていることも大きな特徴です。
　本展では6,000点におよぶ所蔵品の中から、重要文化財・
重要美術品のみを選りすぐり、かつてない豪華な内容となっ
ています。錦絵誕生以前の初期の貴重な作品から、鈴木春信、
鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重と
いった名だたる絵師たちの作品を通じて、浮世絵の神髄を味
わえる機会ですので、ぜひおいでください。
▽開催期間　５月23日～６月 28日
▽観覧時間　午前９時半～午後４時半
▽休館日　6月 8日（一部展示替えのため）
▽観覧料　一般＝800（600）円／高校・大学生＝400
（300）円／小・中学生200（100）円
※（　）内は 20人以上の団体料金。また、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、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人
は無料。住所や年齢を確認できるものを提示してく
ださい。
【開会式】
▽とき　5月 23日（土）、午前９時半～
※開会式終了後、内覧会を実施します。
【ギャラリートーク】
▽とき　期間中の毎週日曜日、午後２時～
▽講師　当館学芸員
【親子鑑賞会作品解説】
▽とき　期間中の毎週土曜日、午前10時半～
▽内容　親子鑑賞会に来館した親子を対象に、子ど
も向けの作品解説をします。
▽講師　当館学芸員
▽参加料　無料（観覧料は必要です）
～共通事項～
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
■問い合わせ先　市立博物館（☎35・0700）

■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

有 料 広 告

「浮世絵の美
　　－平木コレクションの名品－」

　歌川広重『江戸近郊八景之内　行徳帰帆』
（重要文化財）、　東州斎写楽『二代目嵐龍
蔵の金貸石部金吉』（重要美術品）、　石川
豊信『花下美人』（重要文化財）
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合併10周年記念事業　市立博物館特別企画展
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　認定こども園や子育て応援起業認定制度など、仕事と
子育ての両立支援に向けた取り組みなどについて紹介し
ます。
○放送日　５月23日（土）、午前10時 15分～ 10時半
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

「子どもたちの笑顔あふれるまち
　　　　　　　～未来へつながる子育て支援～」

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”
市のテレビ番組


