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　市では、市町村合併10周年記念事業として、原動
機付自転車用のオリジナルナンバープレートの交付を
予定しています。ナンバープレートのデザイン案は、
「たか丸くん」のデザイン発案者の妹尾昭吾さんによ
るもので、「岩木山」、「桜」、「りんご」と「たか丸くん」
をモチーフとしています。
　現在、オリジナルナンバープレートデザインの市民
人気投票を開催していますので、皆さんの投票をお待
ちしています。
▽投票期限　６月30日（火）
※投票受付は各施設の開設時間内となります。
▽投票場所　市役所総合窓口（上白銀町）、市民課城
東分室（末広４丁目、総合学習センター内）、岩木総
合支所民生課（賀田１丁目）、相馬総合支所民生課（五
所字野沢）、総合行政窓口（駅前町、ヒロロ３階）
▽その他　各投票場所での直接投票のほか、市ホーム
ページからの投票専用フォームを設けています。投票
は１人１回のみです。
※実際の色については、市ホームページまたは投票所
で確認できます。
■問い合わせ先　市民税課諸税係（☎35・1117）

　金管と打楽器のトッププレイヤーが集結します。華
やかで豊かなサウンドとクラシックのみならず映画音
楽なども堪能できるプログラムです。
▽とき　９月 25日（金）、午後６時半開演（開場は
午後６時）
▽会場　市民会館（下白銀町）大ホール
▽出演　なぎさブラスゾリステン
トランペット＝神代修さん（大阪教育大学准教授）、
トランペット＝高橋敦さん（東京都交響楽団）、ホル
ン＝吉永雅人さん（新日本フィルハーモニー交響楽
団）、トロンボーン＝池上亘さん（NHK交響楽団）、
チューバ＝池田幸広さん（ＮＨＫ交響楽団）、パーカッ
ション＝竹島悟史さん（ＮＨＫ交響楽団）
▽入場料（全席指定）　一般 1,000 円、高校生以下
500円（未就学児の入場はできません。）
※三井住友海上文化財団の助成による特別料金です。
▽チケット取扱所　６月26日から、さくら野百貨店
弘前店（☎ 26・1120）、まちなか情報センター（☎
31・5160）、弘前市社会教育協議会（弘前文化セン
ター内、☎31・3010）、ヒロロ１階インフォメーショ
ン（☎35・0123）、弘前市民会館（☎32・3374）
※枚数に限りがありますので、早めの購入を。
▽その他　無料の託児室（満 1歳から就学前まで）
を設置します。利用希望者は、９月９日までに文化ス
ポーツ振興課まで申し込みください。会場の駐車ス
ペースには限りがありますので、公共交通機関のご利
用をお願いします。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎40・7015）

原動機付自転車用
オリジナルナンバープレート !!
～デザイン市民人気投票開催中～

弘前市合併 10 周年記念事業
三井住友海上文化財団派遣コンサート

なぎさブラスゾリステン
～金管五重奏と打楽器

によるアンサンブル～

  パターン１

▲岩木山とたか丸くん

　パターン２

▲桜の木とたか丸くん

　パターン3

▲りんごの木とたか丸くん

　パターン4

▲ミックスバージョン
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弘前市プレミアム商品券「ひろさきパワーアッ
プる！商品券」を販売します

お得な商品券を
販売します

見本

スマートシティアカデミー参加者募集

　平成27年度の国保特定健康診査・後期高齢者健康
診査を実施しています。
　例年、受診期限が近くなってからの問い合わせが多
く、健康診査の受け付けが終了している場合もありま
す。毎年１回、自分の誕生月・健康について考えたこ
とのある月など覚えやすい月に、余裕をもった受診を
検討してみてください（医療機関により、土・日曜日
に受診できない場合もあります）。
　定期的な健康診査を受けることで、病気になる前
や、病気が重症化する前に、自分の健康状態を検査結
果（数字）で把握しておきましょう。
▽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
※健康診査には約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。詳細は
「平成 27年度健康と福祉ごよみ」24、26 ページを
ご覧ください。受診券の再発行などについては、お問
い合わせください。
▽実施期間　平成28年３月 15日まで
■問い合わせ先　国保特定健康診査について…国保
年金課国保運営係（☎ 35・1116）／後期高齢者の
健康診査について…国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）

国保特定健康診査・後期高齢者健康診査早めの受診を

　社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と罪を
犯した人たちの更生に理解を深め、それぞれの立場で
力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうと
する全国的な運動です。
　『犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くた
めの取組を進めよう』『犯罪や非行をした人たちの立
ち直りを支えよう』の２つを行動目標として掲げ、「出
所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増
やすこと」「帰るべき場所がないまま、刑務所から社

会に戻る人の数を減らすこと」を重点事項に運動を展
開します。この機会に、立ち直ろうとする人を受け入
れ、支えるために何ができるか考え、できることから
始めてみましょう。
　７月は強調月間として、決起大会を行います。多く
の皆さんの参加をお待ちしています。
▽とき　７月11日（土）、午前10時半～正午
▽ところ　市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４階）
■問い合わせ先　福祉政策課（☎40・7037）

社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

みんなで支え合
う明るい社会を
目指して

　木育の普及啓発・促進のため、木製品の匂い、肌ざ
わり、温かさなどを通じて、子どもの豊かな育ちを支
援する目的で、りんごの木のスプーンをプレゼントし
ます。
▽対象　市内在住の平成 27年 4月 1日以降に 1歳
の誕生日を迎える人
▽引換券の送付　各誕生月に発送
※4月～ 6月生まれの人は、6月下旬に発送します。

▽引換方法　駅前こどもの広場（駅前町、ヒロロ３階、
午前10時～午後６時、毎月第１・第３
火曜日は休み）に引換券をご持参くだ
さい。
■問い合わせ先　子育て支援課（☎
40・7038）

お誕生祝い品プレゼント事業（１歳児対象）赤ちゃんへプレ
ゼントします

りんごの木のスプーンを
プレゼントするよ！

　公共下水道の処理区域が、７月１日から広がります
（対象…乳井字乳井・乳井字外ノ沢・石川字石川・石
川字家岸・石川字西舘下・石川字大仏下・坂元字山下・
小沢字山下・龍ノ口字村元・小栗山字沢部・小栗山字
小松ヶ沢の各一部）。
　新たな処理区域の皆さんには、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。
■問い合わせ先　上下水道部営業課給排水係（茂森
町、☎32・0698）

下水道の処理区域が広がります早めの水洗化に
ご協力を

　弘前商工会議所および岩木山商工会では、市内にお
ける商品・サービス購入などの消費喚起を図り、地域
経済の活性化を図るため、お得なプレミアム付き商品
券を販売します。
▽販売開始　６月26日（金）
▽有効期間　６月26日（金）～11月１日（日）
▽販売冊数　12万 8,000 冊（売り切れ次第終了）
※１冊1万円で 1万 2,000 円分（1,000 円× 12枚
つづり）。１人あたり４冊まで購入可。
▽販売場所（市内）
岩木山商工会／成岩商店（相馬地区）／中三弘前店／
イトーヨーカドー弘前店／さくら野百貨店弘前店／ヒ
ロロ／カブセンター各店／ベニーマート松原店／メガ
城東北店／ユニバース各店／Ｕマート各店／サンデー
各店／ヤマダ電機各店／生活協同組合コープあおもり
各店／さとちょう各店／ＪＡつがる弘前各店／ＪＡ相
馬村本所／ＪＡ津軽みらい石川基幹支店／サンフェス
タいしかわ／下土手町・中土手町・上土手町・大町・
駅前の各商店街振興組合（順不同）
※商品券は、取り扱いのポスターやステッカーを掲げ
たお店で利用できます。利用可能な店舗については、

商品券購入時に一覧表を配布します。また、市ホーム
ページにも掲載する予定です。
■問い合わせ先　弘前商工会議所（☎専用ダイヤル
31・1488）

【市の生活支援対策】
　「ひろさきパワーアップる！商品券」を購入しやす
くするため、市では、平成27年４月１日に市内に住
所を有し、以下に該当する人（または世帯）に、圧着
式のはがきで購入割引券を６月17日に発送します。
▽子育て応援割引券　
18 歳未満の子どもがいる世帯が対象。割引券１枚に
つき購入時 2,000 円割引となります。割引券は２枚
送付します。
▽いきいき福祉割引券　
平成26年度の市民税が非課税もしくは均等割のみの
課税世帯が対象。割引券１枚につき購入時 2,000 円
割引となります。
▽元気な高齢者割引券　
市の介護保険に加入し、介護認定を受けていない 65
歳以上の高齢者が対象。割引券１枚につき 1,000 円
割引となります。
■問い合わせ先　福祉政策課（☎40・7037）

広報ひろさき６月 1日号でお知らせした「販売
場所」のうち、「ＤＣＭホーマック各店」では商
品券の販売は行いません。お詫びして訂正します。

快適な雪国での
暮らしのために

の説明、講話・弘前型スマートシティ構想について／
第２回＝ 8月 27 日…講話、グループワーク／第３
回＝ 10月 16日…講話、グループワーク／第４回＝
11月 20日…グループワーク、発表・意見交換、講評・
表彰（発表に対する賞品があります）
※時間はいずれも午後５時～７時。
▽ところ　第１回・第２回＝市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ３階）多世代交流室２
※３回目以降は、後日参加者へお知らせします。
▽応募方法　指定の申込書に記入の上、次のいずれか
の方法で提出を。
①郵送…〒 036･8551、上白銀町 1の 1、スマート
シティ推進室あて
②スマートシティ推進室へ直接持参
③ファクス…35･3765
④ Eメール…smart-city@city.hirosaki.lg.jp
※申込書は市ホームページに掲載しているほか、E
メールまたはファクスでも取り寄せできますので、希
望者はご連絡ください。
■問い合わせ先　スマートシティ推進室（☎40･7109）

　市では、再生可能エネルギーの効率的な利用や
ICT（情報通信技術）の活用により「世界一快適な雪
国弘前」を実現するために策定した「弘前型スマート
シティ構想」に基づき、市の未来を担う若い世代を対
象にスマートシティの構築に向けた人材育成を図るた
め、「弘前型スマートシティアカデミー」を開催します。
弘前圏域の将来を考えることに興味のある人はぜひご
参加ください。
※弘前圏域＝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
▽募集期限　7月 10日まで
▽対象　おおむね 15歳から 25歳までの弘前圏域に
在住または通勤・通学している人で、圏域の将来やス
マートシティについて知り、考えることに興味のある
人=20人程度（原則、全ての回に出席できる人）
※応募多数の場合は抽選で決定し、結果は応募者全員
に通知します。なお、中・高校生の応募者については、
20人を超えない限り抽選を免除します。
▽日程と内容（予定）　
第１回＝ 7月 31 日…アカデミーとグループワーク
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　きれいに整備され、あじさいに囲まれた大仏公園で
ゆっくり過ごしませんか。公園入口には車いす用のス
ロープもあります。
▽とき　７月１日～31日　
▽ところ　大仏公園（石川字大仏）
▽期間中イベント　チェックポイントクイズ、俳句・
短歌コンテスト
▽特別イベント　７月19日…①紙ひこうき大会（滞
空時間を競います）＝午前 10 時半から／②津軽三

味線、民謡、手踊り＝午前
11 時から／③ジャズ演奏
（長谷川健スウィングハット
ジャズオーケストラ）＝午後１時から
※雨天時は20日に順延（②は中止）。
▽対象　市民
▽参加料　無料（①＝紙ひこうきの用紙は町会が用意、
当日受け付け）　
■問い合わせ先　石川町会（工藤さん、☎携帯090・
3756・8605）、石川町民会館（☎92・3215）
※平成 27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。

市政情報
Town Information 環境ニュース

大仏公園あじさいまつり

　身体障がい者の手帳交付や再認定を受けようとす
る人などの診査と更生相談を無料で行います。該当す
る人は受診するようお願いします。なお、当日の診査
のみでは判定できない場合もあります。
▽実施科目　整形外科（肢体不自由）
▽とき　７月６日（月）、午前９時半～正午（受け付
けは午前９時～11時）
▽ところ　身体障害者福祉センター（八幡町１丁目）
▽対象　身体障害者手帳の交付または再認定を受け
ようとする人／補装具の交付を受けようとするため
に判定が必要な人／障がいの程度に変更があると思

われる人／身体障がい者で、生活、医療、施設入所な
どの相談を希望する人
▽持ち物　身体障害者手帳（所持者のみ）、印鑑
※身体障害者手帳の交付（再交付）を申請する人は、
顔写真（縦４㎝×横３㎝）１枚が必要です。
■問い合わせ先　福祉政策課障がい福祉係（☎ 40・
7036）
※身体障害者手帳の障がい程度の再認定が必要な人
については、指定医師のいる医療機関においても再認
定診断書が作成できます（有料）。

身体障害者巡回診査・更生相談

昨年度の状況を
報告します

対象となる人は
受診を

市の情報公開・個人情報保護制度

【情報公開について】
　市民の皆さんの一層の市政参加と、市政に対する的
確な理解を深めるため、「情報公開条例」で、市が保
有する公文書の開示を請求する権利を定めています。
平成 26年度の公文書開示請求などの状況は下表のと
おりでした。

○公文書開示請求の件数および決定の状況

区分 件数
決定の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ ･却下

開示請求 183 124 46 9（7） 4
開示申出 1 1 0 0（0） ０
計 184 125 46 9（7） 4

○開示決定などに対する不服申立件数

区分 件数
処理の状況（件）

容認 一部容認 棄却 却下
諮問等
手続中 審理中

異議申立 7 0 0 0 0 1 6
※苦情の申し出はありませんでした。

【個人情報保護制度について】
　個人の権利・利益を保護するため、「個人情報保護
条例」で、個人情報の適正な取り扱い方と、市が保有
する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する
権利を定めています。平成26年度の個人情報保護条
例の運用状況は下表のとおりでした。

○保有個人情報開示請求の件数および決定などの状況

区分 件数
決定などの状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ・却下

開示請求 15 10 3 1（1） 1
※上記のほか、職員採用試験に関する口頭による開示
請求が70件ありました。
※訂正請求および利用停止請求はありませんでした。
※開示決定等に対する不服申し立てなどはありません
でした。
※事業者に対する勧告、説明または資料の提出要求な
らびに事業者が勧告に従わなかった旨の公表はありま
せんでした。

■問い合わせ先　法務契約課（☎35・1137）

▽弘前市の１人１日当たりごみ排出量の推移

環境ニュース環境ニュース

　空き地や空き家、家庭の庭などで、雑草が茂ったり
害虫が発生したりして困っているとの相談が近隣住民
から寄せられています。空き地などの所有者や管理者
は、近隣住民の生活に迷惑を掛けないよう、定期的に
雑草を刈り取ったり、害虫の駆除を行ったりするなど、
適切な管理をお願いします。
　また、アメリカシロヒトリの被害が拡大しています。

敷地内の雑草や害虫などの対処はお早めに
駆除には、地域ぐるみで一斉に薬剤散布を実施するこ
とが効果的です。そのため、市では町会を対象に薬剤
噴霧器の貸し出しを行いますので、詳しくはお問い合
わせください。なお、自分で対処できない場合は、害
虫駆除業者や造園業者などにご相談ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

　市では、平成 23年度に策定した弘前市ごみ処理基
本計画の中で「平成27年度までに市民１人１日当た
りのごみ排出量を 980ｇに減量する」という目標を
掲げ、市民や事業者のみなさんと共にごみ減量に取り
組んできました。
　しかしながら、ごみの量は年々増加してきており、
今年３月に環境省から公表された平成25年度のごみ
排出量は、青森県が全国 46位、弘前市は県内 39位
と下位に低迷している状況です。
　このような状況の中で、市では「弘前市経営計画」

　市では、家庭からの生活雑排水による川や海の水質
汚濁を防止し、快適な生活環境を維持するため、補助
制度を設け、合併処理浄化槽の普及・促進を図ってい
ます。ぜひ補助制度を活用し、生活環境の維持にご協
力ください。
▽対象者　公共下水道や農業集落排水などの整備計画
がない区域で、一軒家の専用住宅（住宅部分が２分の
１以上の併用住宅および別荘などを含む）に合併処理
浄化槽を設置する人、または設置される住宅を購入す
る人
▽対象となる合併処理浄化槽　処理対象人員が10人
以下で、国庫補助指針に適合するもの
▽補助限度額　

合併処理浄化槽整備補助金の活用を
５人槽…35万 2,000円／６～７人槽…44万 1,000
円／８～ 10人槽…58万 8,000 円
※実際の設置費用か補助限度額のいずれか少ない額。
▽申し込み方法　環境事業所（町田字筒井、環境整備
センター管理棟２階）または環境管理課（市役所２階、
窓口 252）に備え付けの申請書に必要事項を記入し、
申し込みを。
▽その他　補助金には限りがありますので、申請者全
員に交付することができない場合があります。
※詳しい対象区域や補助金交付条件については、問い
合わせを。
■問い合わせ先　環境管理課環境事業所環境事業係
（☎32・1952）

23年度 24年度 25年度
実績値 1,258ｇ 1,286ｇ 1,310ｇ
目標値 1,284ｇ 1,241ｇ 1,178ｇ

家庭系 事業系 総排出量
弘前市 789ｇ 521ｇ 1,310ｇ
青森市 765ｇ 395ｇ 1,160ｇ
八戸市 669ｇ 349ｇ 1,018ｇ
青森県 727ｇ 342ｇ 1,069ｇ

▽県内３市および県の１人１日当たりごみ排出量

において「ごみの減量・
資源化の強化」を掲げ、
今年度は平成 28 年度か
らの新しいごみ処理基本
計画の策定に取り組みな
がら、衣類や古紙類のリ
ユース・リサイクル促進
事業などを実施します。
　また、当市は県内他自
治体に比べて、事業系ご
みの排出量の割合が高い
傾向にあるため、今後は事業所から出されるごみの状
況を調査・分析し、事業者のみなさんと共にごみの削
減や資源化に取り組んでいきたいと考えています。　
　新しいごみ処理基本計画の策定にあたっては、弘前
市廃棄物減量等推進審議会や市民・事業者のみなさん
から広く意見を聴きながら進めていきます。
　廃棄物の発生が抑制され、資源の循環的な利用が促
進される「循環型のまちづくり」のために、ごみの減量・
資源化へ向けてのより一層のご協力をお願いします。
■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）※平成25年度一般廃棄物処理実態調査公表値

 “ごみ減量”目標にはほど遠い状況が続いています

△事業系燃やせるごみの搬入状況
（ごみ収集車の積載物を試験調査し
た状況）
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～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
※事前の申し込みは不要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

弘前城植物園散策ガイド

　市みどりの協会の樹木医や緑の相
談員が、見ごろの花や樹木を説明し
ながら、楽しく園内をガイドします。
▽とき　６月21日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▽集合場所　弘前城植物園南案内所
▽参加料　無料（入園料は必要）
■問市みどりの協会（☎33・8733）

「住み慣れた場所で最期まで」
を支えあう街づくり講演会
▽とき　６月 27 日（土）、午後２
時～４時半（開場は午後1時15分）
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホール
▽内容　①講演「人がつながる住ま
い方」…講師・笠松信幸さん（かさ
まつケアオフィス合同会社代表）／
②意見交換会
▽定員　150人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ひろさきナラティブ．net（木
村 さ ん、 ☎ 携 帯 080・3742・
1908、 ■Ｅ hirosakinarrative@
gmail.com）
※平成 27年度市民参加型まちづく

り１％システムの採択事業。

藤田記念庭園無料開放

▽とき　６月28
日（日）、午前９
時～午後５時
▽ところ　藤田
記念庭園（上白
銀町）
▽内容
○津軽塗のはし
研ぎ体験…午前 10時～午後４時／
体験料1,400円
○真土・岳暘保育園園児によるよさ
こい遊戯披露…午前 10時～ 10時
半
○樹木医が案内する観察会…午後１
時～２時
※６月 27日（土）は、夜間特別照
明（午後９時まで）を実施します。
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

ヒロロスクエアコミュニ
ケーションゾーンの催し
【食育フェスティバル in ヒロロス
クエア】
　ふるさとの食べ物と健康に関する
さまざまなコーナーで、食育に触れ
てみませんか。
▽とき　６月28日（日）
　　　　午前10時半～午後１時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　りんご餅作り実演／しらす
ご飯試食体験（正午から提供開始、

りんごの一年物語（全３回）
第２回実すぐり
　農作業を通して、りんごの花が咲
き、収穫するまでお付き合いくださ
い。第２回は、実すぐりの体験です。
▽とき　６月 21 日（日）、集合＝
午前９時（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山ろ
く（鼻和）
▽参加料　無料
▽持ち物　雨具、軍手
■問６月 20日までに、フルーツ合衆
国（岩木山観光協会内、福澤さん、
☎兼■Ｆ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。

弥生いこいの広場の催し

【工作教室】
▽とき　６月27日（土）
　　　　午前10時～
※材料が無くなり次第終了。
▽内容　飛行機作り
▽参加料　無料
【動物広場イベント】
▽とき　６月28日（日）
　　　　午前10時～
▽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（動物広場入場料が
必要）

　   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

 イベント

 

　31チームが独自の衣装と振り付けで元気いっぱいの
踊りを披露！情熱的な演舞にご期待ください。
▽とき　６月 28日（日）、午前９時 50分～午後３時
半（雨天決行）
▽ところ　土手町通りおよび３・３・２号線の一部
▽その他　実行委員会では、よさこい津軽を手伝ってく
れるボランティアスタッフを募集しています。詳しくは
問い合わせを。
■問よさこい津軽実行委員会事務局（上鞘師町、弘前商工
会議所内、☎33・4111、■Ｆ 35・1877）

第 16 回よさこい津軽

先着 200 人）／夏野菜・りんごに
関するゲーム／学校給食に関する展
示／りんごを使ったレシピ紹介／
測ってみよう血管年齢など
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問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〉）

弘前地域研究所一般公開

　青森県産業技術センター弘前地域
研究所（袋町）は、このたび扇町（オ
フィスアルカディア内）へ移転し、
新研究所での第１回目となる一般公
開を行います。興味のある人はぜひ

おいでください。
▽とき　①７月 10日の午後１時半
～４時半／②７月 11日の午前９時
半～午後４時
▽ところ　弘前地域研究所（扇町１
丁目）
▽内容　施設見学／プロテオグリカ
ン美容製品、お酒、工芸品、木のお
もちゃなどの展示・体験・販売
▽対象　県民
▽参加料　無料
▽その他　10人以上での来場は事
前にご連絡ください。
■問弘前地域研究所（☎32・1466）

第38回「愛の広場」　　　
レクリエーションの集い
　市社会福祉協議会では、障がい児
者と家族、ボランティア、市民がレ

クリエーションを通して楽しく交流
を深め、自らの活動意欲を奮い起こ
すとともに、社会生活に融合するこ
とを願い開催します。
▽とき　７月12日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽内容　○×クイズ／玉入れ／大道
芸パフォーマンス／カラオケ／りん
ご娘・アルプスおとめライブ／よさ
こい弘前厚生学院
▽参加料　無料
▽その他　イベントを手伝ってくれ
るボランティアスタッフを募集して
います。興味のある人はぜひ申し込
みを。
■問６月 30日までに、市社会福祉協
議会（宮園２丁目、☎ 33・1161、
■Ｆ 33・1163）へ。

岩木川市民ゴルフ場祭り

【フリーマーケット】
▽とき　午前10時～午後３時

【キッズスポーツフェスティバル】
▽とき　小学校１年生＝午前９時～ 10時 15分（受
け付けは午前８時 45分～）／小学校２・３年生＝午
前10時半～ 11時 45分（受け付けは午前10時 15
分～）
▽対象　小学校１年生＝20人、小学校２・３年生＝
20人（先着順）
▽内容　野球＝投げる、つかむ、打つ／サッカー＝ド
リブル、シュート、ミニゲーム／パターゴルフ
※３つの競技を体験します。
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、タオル、帽子、着替え
▽申し込み方法　電話かファクス、または管理棟窓口へ

【ふれあいプチ動物園】
ヤギ、うさぎ、モルモットと触れ合います。
▽とき　午前10時～正午、午後１時～３時
▽入場料　無料

７月４日（土）開催 !!

■ところ・問い合わせ先　岩木川市民ゴルフ場（清野袋２丁目、☎兼■Ｆ 36・7855）

【白戸由香プロによるスペシャルゴルフ教室】
　日本女子プロゴルファーの白戸由香さ
ん（弘前学院聖愛高校出身）が指導しま
す。
▽とき　①午後１時半～３時、②午後３
時半～５時（各コース開始 30分前まで
に管理棟前へ集合）
▽対象　市内在住の高校生以上で、①初
心者＆レディース向け＝15人、②一般
向け＝15人（先着順）
▽参加料　1,000円
▽申し込み方法　電話かファクス、または管理棟窓口へ

【ペア対抗ゴルフコンペ】
▽とき　午前８時集合
▽対象　親子や友人など＝ 12組（２人１組で参加、
先着順）
▽競技方法　18ホールズストロークプレー
▽参加料　大人＝１人 2,000 円／中学生以下＝１人
1,000円（昼食付き、各自傷害保険などに加入を）
▽申し込み方法　電話かファクス、または管理棟窓口へ
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サワラの剪定（せんてい）
講習会
　初心者にも分かりやすく説明し、
実技も行います。
▽とき　６月27日（土）、午前10
時～（小雨決行）
▽ところ　亀甲町広場
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　軍手、剪定ばさみ（多少
は主催者側で用意します）
※駐車場はありませんので、公共交
通機関などを利用しておいでくださ
い。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

初心者硬式テニス教室

　テニスに興味のある人や始めたい
と思っている人は、ぜひご参加くだ
さい。
▽とき　７月３日～８月 28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（保険料込
み）
※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ます。
■問リベロ津軽スポーツクラブ事務局
（☎ 55・5143）

や富士山登山などの野外活動を通し
て交流を深め、「仲間作り」や「チャ
レンジ」の大切さ、友だちと協力し
助け合う楽しさを学びます。
▽とき　８月３日～６日（３泊４日）
▽ところ　静岡県立朝霧野外活動セ
ンター（富士宮市根原）
▽対象　小学校３年生～中学校３年
生＝ 100 人（日本人＝ 80 人／外
国人＝20人）
▽内容　富士山登山、テント生活体
験、野外炊飯体験、野宿体験など
▽参加料　プログラム参加費＝ 3
万 4,000 円／旅費…小学生＝ 3万
2,000 円、中学生＝５万円
※旅費は新青森駅発の場合。別途見
積もりも可。
▽申し込み期限　７月10日（金）
※詳しくはホームページをご覧にな
るか、問い合わせを。
■問国際青少年研修協会（☎東京
03・6417・9721、 ■Ｅ info@
kskk.or.jp、 ■Ｈ http://www.
kskk.or.jp）　

みちぎんキッズスクール
夏休み親子見学会
▽とき　７月29日（水）、午前10
時～午後０時45分
▽ところ　みちのく銀行弘前営業部
（代官町）
▽内容　銀行を見学し、銀行が果た
す役割など、金融・経済への理解を
深めます。
▽対象 市内の小学生とその保護者
＝20組（先着順）
▽参加費　無料
■問７月 22 日までに、電話または
ファクス（住所・氏名・学校名・学
年・電話番号・保護者氏名を記入）で、
みちのく銀行広報室（☎青森017・
774・1274、■Ｆ青森 017・774・
2591）へ。
※この事業は、市の人口減少対策に
賛同したみちのく銀行が実施するも
のです。

第１回岩木川市民ゴルフ場
マッチプレー選手権
▽とき　７月～９月の３カ月間
※集合時間は予選リーグの場合は対
戦相手と協議、準・決勝戦以降は午
前８時半。状況により延長あり。

▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
▽対象　市民＝16人
▽競技方法　18ホールズマッチプ
レー
▽参加料　参加登録費＝ 3,000 円
／プレー代（１戦ごと）＝ 1,000
円（昼食付、各自傷害保険などに加
入を）
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

産後エクササイズ

▽とき　６月 22 日・29 日の午後
２時～３時
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽対象　生後３カ月～ 12カ月の乳
幼児と母親＝10組
▽料金　１回＝ 1,200 円／２回受
講＝2,000円
※別途消費税が必要。
▽持ち物　運動しやすい服装（ス
カート不可）、乳幼児の敷物（タオ
ルなど）、飲み物
▽指導者　内木仁美さん（日本母子
健康運動協会認定産後運動指導者）
▽その他　事前の予約が必要。初回
レッスン前に、健康状態や目的など、
カウンセリングを行いますので、開
始15分前までにおいでください。
■問ウイング弘前（☎38・8131）

ブランデュー弘前ＦＣ
「７月のホーム戦」
　入場無料です。みんなで応援をし
よう。
【第 13 節】
▽とき　７月５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
▽対戦チーム　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〉）

弘前大学スティールパン部
第12回自主コンサート
～スティールパンで行く日帰り時代
旅行～
▽とき　７月 18 日（土）、午後３
時～（開場は午後２時半）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽入場料　300 円（小学生以下は
無料）
▽曲目　夏色／まつり／タッチほか
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学スティールパン部（石
田 さ ん、 ☎ 携 帯 080・1698・

3692、■Ｅ hsb@hotmail.co.jp）

体験学習
「第３回白神山地野遊楽校」
　世界自然遺産白神山地を舞台にし
た体験学習の第３回を開催します。
▽とき　７月26日（日）、午前10
時～午後１時（集合時間は午前９時
半）
▽集合　Beech にしめや（西目屋
村大字田代字神田）
▽内容　魚を捕る道具を自分で作
り、川で魚捕りに挑戦。
※内容を変更する場合もあります。
▽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　６月 22日～７月
13日に、電話、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、
平日の午前９時～午後６時）

津軽の「ものづくり」体験教室

　津軽の伝統工芸品作りを体験して
みませんか。
▽とき　①ねぷた灯籠（とうろう）
つくり＝７月 28日、②津軽塗箸づ
くり＝７月29日
※時間はいずれも午後２時～４時。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　小学生＝各コース 20 人
（３年生以下は保護者同伴）
▽参加料　無料
※応募多数の場合は抽選で決定。
▽申し込み方法　７月 14 日まで
に、はがきまたはＥメール（住所、
氏名、学年、電話番号、保護者氏
名、コース名を記入）で、津軽広域
連合「ものづくり」体験学習事業係
（〒 036・8003、駅前町９の 20、
■Ｅ tsugarukoiki09@hi-it.jp）へ
申し込みください。
■問津軽広域連合（☎31・1201）

青少年交流キャンプ

　富士山ろくの自然豊かなキャンプ
場で、全国から集まる青少年（日本
人・在日外国人）が、キャンプ生活

 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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　一流の音楽を間近に体験してもらうことを目的とし
て、世界的歌手クレジミル・ストラツァナクさん（ク
ロアチア出身）による声楽講習会を開催します。講習
会を受講して、秋のコンサートに出演してみませんか。
【声楽講習会】
▽とき　9月 11日（金）・12日（土）の午前 10時
～午後 4時
▽対象　市民（個人・団体）
▽定員　8組（先着順）
▽内容　1人 30 分から 45 分程度の講習で、12 日
午後2時からは13日の予行練習として参加者全員に
よるトライアルコンサートを開催します。
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）洋館1階音楽ホー
ル
▽受講料　無料
※講習会の様子・トライアルコンサートも無料で自由

に見学できます。
▽申し込み方法　７月 10 日までに、電話または E
メール（①氏名、②住所、③電話番号、④歌いたい曲
目〈2・3曲〉を記入）で申し込みを。
【秋のコンサート】
▽とき　9月 13日（日）、午後2時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽出演　バス・バリトン＝クレジミル・ストラツァナ
クさん／ソプラノ＝虎谷亜希子さん／バス＝三浦英治
さん
※この事業は、平成27年度弘前市才能育成提案事業
費補助金を活用して実施します。
■問秋のコンサート実行委員会（三浦さん、☎携帯
070・5320・1975、 ■Ｅ eiji.miura@hotmail.
co.jp）

世界的歌手による声楽講習会を受講して
秋のコンサートに出演しよう！

▽とき　７月５日（日）、午後１時～（開場は正午）
※午前11時半～午後０時半は、エキシビジョンを開催します。
▽入場料　一般＝1,000円／高校生以下＝無料
▽入場券取扱所　紀伊國屋書店弘前店、さくら野百貨店弘前店、弘大生協（シェ
リア）、平山萬年堂ほか
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽出演団体・内容など　台湾台南市私立天主教黎明高級中学校（中国独楽・阿
美族舞踏）／伝統文化子どもお琴教室／サムルノリ青森（韓国音楽）／和三絃
会（民謡・三味線）／弘前ねむの会ファミリーコーラス＆ノーザンウィング／
北小学校音楽クラブ／ドレミ音楽教室／アカネバレエ教室／田中みゆきピアノ
教室／弘前やまぶき会／ファンキースタジアム
※無料の託児室もあります。
■問国際子ども文化芸術交流実行委員会事務局（小野さん、☎携帯 090・
7797・8336）

2015 第４回国際子ども文化芸術交流
Junior Artist Festival ～台湾からこんにちは！～
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▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　野外体験を行う際のリスク
マネジメント、テントの組み立て方
など
▽講師　谷口哲郎さん（岩木山自然
学校／谷口ESD環境教育事務所代
表）
▽対象　市内在住の男性＝ 20 人
（先着順）
※親子での参加も可。
▽参加料　無料
■問７月８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

　オレオレ詐欺や還付金詐欺などの
「特殊詐欺」の被害に遭わないため
に、詐欺の手口を事例として学習し
ます。
▽とき　７月16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
▽内容　くらしの安心安全①「高齢
者の消費者トラブル～振り込め詐
欺・架空請求・投資詐欺や悪質商法
について～」…講師・県消費生活セ
ンター消費生活相談員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問７月 13 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。

モーニングロハスヨガ

▽とき　９月 26日までの毎週土曜
日、午前７時15分～８時 15分
▽ところ　弘前公園（下白銀町）市
民広場
▽対象　市民
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料含む）
※事前の申し込みは不要。
▽持ち物　ヨガマット（無料貸し出
し有り）、レジャーシート、飲み物、
タオル、動きやすい服装
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
■Ｆ 88･6239）

■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
前９時～午後４時、月曜日は休み）

ソフトテニス教室

▽とき　７月４日～ 25日の土・日
曜日、午前10時～正午
▽ところ　弘前公園（下白銀町）テ
ニスコート
▽内容　初心者・中級者・上級者に
分かれての基本練習と練習方法の習
得
▽対象　市民
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
※当日会場で受け付け。
▽持ち物　テニスシューズ、汗ふき
タオル、飲み物（ラケットは用意し
ます）
■問弘前ソフトテニス協会（築館さん、
☎携帯090・3694・0796）

市立博物館の館長講話

【第２回館長の楽しい歴史講座】
▽とき　７月12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　「江戸時代は女性にとっ
て暗黒か？－理想の女性像から自立
へ」
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み　７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、午
前８時半～午後５時）

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　①７月 11日、午後
１時～２時＝「知って得する食と健
康～常識の落とし穴～」／②７月
25日、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♪～」／③７月 25日、午
後１時～４時＝「Flash アニメー

ション作成入門」
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　①中学生以上／②食育に関
心のある親子・一般＝ 40人／③中
学・高校生
※②は事前の申し込みが必要。応募
多数の場合は抽選で決定。
▽受講料　①＝無料／②＝１組
500円／③＝無料
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）
※②の講座については、弘前丸
魚ホームページ（http://www.
hmaruuo.co.jp/senshuraku/
ryouri.html）、 または電話（☎
27・2345）で申し込みを。

ファミリーエンジョイテニス

　親子で一緒に楽しくテニスを体験
してみませんか。
▽とき　７月11日（土）　
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　親子で楽しむレッスン、ス
ポンジボールでのキャッチボール、
的当てゲーム、サーブ、ストローク、
ボレー、スマッシュなど
▽対象　親子（子どもは４歳～小学
校３年生）
※小学生は子どものみの参加も可。
▽参加料　500 円（当日徴収、保
護者は無料、傷害保険料を含む）
▽持ち物　室内用シューズ、タオル
（子ども用ラケット・ボールは用意
します）
■問７月４日までに、ファクス（住
所・氏名〈ふりがな〉・子どもの年
齢・学年・保護者氏名・電話番号を
記入）で、日本女子テニス連盟青森
県支部（鍛〈きたえ〉さん、☎兼■Ｆ
26・2555）へ。

イクメン講座Ⅰ

【アウトドアの達人に学ぶ !! お父さ
んのためのキャンプ講座】
　キャンプの達人直伝のすぐに使え
るアウトドアを楽しむコツを紹介し
ます。
▽とき　７月12日（日）

午後１時半～４時

学校のプール授業のための
水泳教室
▽とき　６月 19 日～７月 21 日
（木・日曜日を除く）
※参加者により開催日時が異なりま
す。詳しくは問い合わせを。
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽内容　水慣れから泳げるようにな
るまで
▽対象　２歳～小学生＝各時間帯３
人
▽参加料　１回 1,080 円（初回は
無料）
▽持ち物　水着、水泳帽、ゴーグル、
バスタオル
■問参加希望日の前日までに、ウイン
グ弘前（☎38・8131）へ。

ねぷた囃子（ばやし）講習会

　伝統ねぷた囃子「津軽組」を講師
に迎えて開催します。
▽とき　７月１日～ 10日の午後７
時～８時半
▽ところ　笛の部＝市立観光館（下
白銀町、追手門広場内）多目的ホー
ル／太鼓の部＝同館多目的ホール前
ロビー
▽対象　小学生以上
▽受講料　無料
※当日会場で受け付け。
▽持ち物　笛・太鼓のバチ
※当日会場で販売もします。
■問弘前観光コンベンション協会事務
局（☎35・3131）
※ 10 日間連続で受講した人には、
弘前ねぷた保存会から修了証が交付
されます。

岩木Ｂ＆Ｇ水泳教室

【幼児・児童水泳教室】
▽とき　７月２日～ 21 日の毎週
火・木曜日、午後４時～５時
▽内容　水慣れ、潜水、けのび、キッ
ク、ノーブレスクロールなど
▽対象　保育園・幼稚園などの年長
児～小学校２年生＝20人
【ジュニア水泳教室】
▽とき　７月７日～８月６日の毎週
火・木曜日、午後６時～７時
▽内容　水慣れからクロールまで

▽対象　身長 130㎝以上の小学生
＝15人
【一般初心者・中級者水泳教室】
▽とき　７月７日～８月６日の毎週
火・木曜日、午後７時 15分～８時
半
▽内容　初心者＝水慣れからクロー
ル、中級者＝各泳法指導
▽対象　初心者＝10人、中級者（種
目を問わず25メートル泳げる人）
＝10人
～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）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・生年月日・
性別・保護者氏名（幼児・児童のみ）・
電話番号・教室名を記入し、６月
24日（必着）までに、岩木Ｂ＆Ｇ
海洋センター（〒036・1332、兼
平字猿沢32の 11）へ。
※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。兄弟・
姉妹で参加希望の場合ははがき１枚
で応募可。
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

わごころ講座浴衣の着つけ

　今年の夏は、浴衣を着て「弘前ね
ぷたまつり」を見に行きませんか。
▽とき　昼の部＝７月５日、午後２
時半～４時（受け付け開始は午後２
時）、夜の部＝７月 21 日、午後６
時～７時半（受け付け開始は午後５
時半）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽内容　浴衣の着つけ・帯結びなど
▽対象　小学校３年生～一般＝ 20
人
※定員になり次第締め切り。小学生
の場合は保護者と一緒（２人以上）
の参加になります。
▽参加料　1,000円
▽持ち物　浴衣、半巾帯、タオル２
枚、小物一式（レンタルは１セット
1,000 円、事前の申し込みが必要、
タオルは持参を）
▽申し込み方法　ファクスまたはＥ
メールで、住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号・メールアドレスを

記入の上、申し込みください。
■問青森わごころの会事務局（☎
携 帯 090・2020・9134、
■Ｆ 26･3382、 ■Ｅ aomor i _
wagokoro@yahoo.co.jp、 ■Ｈ
http://aomori-wagokoronokai.
jimdo.com/）

かっこいい大人養成講座１

【夜空で「すご～い！」と言わせる
夏の夜空の星指し教室】
　夜空を見上げるのがちょっとだけ
楽しくなる講座です。
▽とき　７月４日（土）　
　　　　午後７時～９時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階プラネタリウム
▽内容　「夏の星座の解説」、「正し
い星空観察のしかた」、「実際の星空
での星座探し」
▽講師　蒔苗智之さん（ひろさき星
の子サークル）
▽対象　市内在住・勤務の 18 ～
50歳＝ 20人（先着順）
▽参加料　無料
※弘前文化センター駐車場は最初の
１時間を超えると有料になります。
▽持ち物　防寒具、筆記用具、メモ
帳
■問７月３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。

紙漉き体験☆オリジナル
絵はがき作り教室
　牛乳パックを使った紙すきで、オ
リジナルはがきを作ってみません
か。なお、製作は１人１枚までです。
▽とき　７月４日（土）
　　　　午前９時半～正午
▽ところ　弘前地区環境整備セン
ター（町田字筒井）プラザ棟
▽講師　プラザ棟職員
▽対象　小学生以上＝ 15人（小学
生は保護者同伴）
▽参加料　無料
▽持ち物　牛乳パック１枚、フェー
スタオル５枚、さらし布または薄手
のハンカチ１枚、模様を付ける道具
（押し花、シール、色鉛筆など）、作
業がしやすい服装
▽受付開始　６月20日から
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して３年を経過していない人および
平成 28年３月までに高校または中
等教育学校を卒業する見込みの人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽第１次試験日　９月６日（日）
▽申し込み方法　６月 22 日～７
月１日に、インターネット（申込
専用アドレス http://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.html） で申
し込んでください。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、最寄りの税務署、仙
台国税局人事第二課または人事院
東北事務局に受験申込書を請求し、
６月22日～ 24 日に、郵送（６月
24日の消印有効）または持参を。
■問人事院東北事務局（☎仙台022・
221・2022）／仙台国税局人事
第二課試験研修係（☎仙台 022・
263・1111、内線 3236）

による入試の説明、カリキュラムな
どの説明
▽対象　人文社会科学研究科に興味
のある人
■問 弘前大学人文学部教務担当
（ ☎ 39・3941、 ■Ｅ jm3941@
hirosaki-u.ac.jp、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
jinbun/web/index.html）

弘前アクターズスクール
生徒募集
　大好きな歌やダンスなどのパ
フォーマンスを磨き、地域活性化を
目指して一緒に弘前を盛り上げてい
きませんか。
▽書類審査応募締め切り　７月 15
日（水）
▽第２次審査　７月 25 日（土）、
午後５時半～８時

▽審査内容　面接、歌唱、体力テス
ト
▽対象　小学校３年生～中学校３年
生の女子
▽活動内容　週２回のレッスン、年
２回の合宿、県内外のイベント同行、
劇団 RINGOAME・パワーライブ
の出演など
▽受講料　無料
※詳しくはホームページ（http://
www.ringomusume.com/）をご
覧ください。
■問リンゴミュージック（☎ 34・
1414）

国家公務員（税務職員）
採用試験
▽受験資格
①４月１日現在、高校または中等教
育学校を卒業した日の翌日から起算

市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル 2010 入門講座】
▽と き　７月 14 日・21 日・28
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　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した基本的な操作
※エクセル 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　６月 21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）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

シンフォニー「成年後見制度
を考える会」夏期セミナー
　「実例に学ぶ成年後見制度」をテー
マに開催します。
▽日程と内容

〇７月 18 日（土）、午前９時 45
分～＝開講式、午前 10時～＝講義
①、午後１時～＝講義②
〇７月 19 日（日）、午前９時 45
分＝講義③、午後１時～＝講義④
※受け付けはいずれも午前９時半か
ら。終了後、修了証書贈呈（全講義
修了者）と懇親会あり。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽対象　全講義受講可能な人
▽定員　40人（先着順）
※事前に予約できます。
▽参加料　2,000 円（懇親会参加
の場合は別途300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、☎兼■Ｆ 33・
0393）　

おでかけ緑の講習会を
利用しませんか
　植物に関する疑問はありません
か。樹木医、グリーンアドバイザー、
造園技能士が学習会などのお手伝い
をします。この機会にぜひご利用く
ださい。
▽受付期間　開催日の１カ月前まで
（年末年始を除く）
▽時間　午前９時～午後５時のうち
３時間以内
▽対象　市内に在住・在勤・在学す
る複数人で構成された町会、学校、
団体、グループなどが主催する事業

▽料金　無料
※一部有料となる場合がありますの
で、詳しくはホームページ（http://
www.hirosakipark.or.jp/）をご
覧になるか、問い合わせを。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

彩書道を学んでみませんか

　彩書道とは、筆の穂に混ざり合わ
ない複数の異なる色を付けて、一筆
で書く書法です。色には感情があり
ます。複数の色彩から生まれる無限
の可能性を楽しんでみませんか。
▽活動日　第２・４金曜日の午後６
時～８時（初回は６月26日）
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽対象　高校生以上の書道経験者＝
15人
▽受講料　無料
▽持ち物　墨書道の道具、半紙、墨
汁
■問前日までに、日本彩書道会（田澤
さん、☎32・5676）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。相談は予約
制です。事前に電話
で申し込んでくだ
さい。
▽とき　７月１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
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

弘前大学人文社会科学研究科
（大学院修士課程）入試説明会
▽とき　６月26日（金）
　　　　午後６時～７時
▽ところ　弘前大学（文京町）人文
学部４階多目的ホール
▽内容　学生募集要項（当日配布）

 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

 その他
  

 

　市内で新たな事業に取り組む人を支援す
るため、ビジネスプランを募集します。起業を考えている人、アイ
デアを提供できる人は奮ってお申し込みください。
▽応募資格　独創性のあるアイデアを持つ個人・団体、学生（18歳～）で、
9月 13日に実施する最終審査会に参加できる人。
▽募集締め切り　７月21日（必着）
▽その他　最優秀賞には賞金 10万円の贈呈と起業支援として最大 150万
円の補助があります。
※詳しくはホームページをご覧ください。
■問弘前商工会議所青年部事務局（〒 036・8567、上鞘師町 18 の１、☎
33・4111、■Ｈ http://www.h-yeg.com/）

奨励金を交付します
月から12カ月間
▽支給額　１人＝月額３万円
▽申請期間　雇い入れた月の翌月か
ら６カ月経過後15日以内

障がい者雇用奨励金

　市では、市内に住所を有する障が
い者を雇用する事業主に対して、奨
励金を交付します。
▽交付対象事業主　国の特定求職者
雇用開発助成金の支給対象となった
障がい者を、助成金受給終了後も継
続して雇用する事業主
▽交付対象期間　国の助成金の支給
対象期間が満了した日の翌月から最
長12カ月間
▽１人当たりの支給額（月額）
①重度障がい者（市内の事業所）＝
２万4,000円／②重度障がい者（市
外の事業所）＝２万円／③その他の
障がい者（市内の事業所）＝１万
2,000円／④その他の障がい者（市
外の事業所）＝8,000円
▽申請期間　交付対象期間の最初の
６カ月を第１期、次の６カ月を第２

期とし、各期の満了した日の翌日か
らその年度内まで

正規雇用等転換奨励金

　市では、市内に住所を有する非正
規雇用労働者を正規雇用等に転換
し、国のキャリアアップ助成金（正
規雇用等転換コース）の交付を受け
た後、引き続き正規雇用等をした事
業主に対して、奨励金を交付します。
▽交付対象事業主　次の①～③のす
べてに該当する事業主
①国のキャリアアップ助成金（正規
雇用等転換コース）の交付を受けて
いること／②市内に事業所を有して
いること／③市税等の滞納がないこと
▽交付対象期間　キャリアアップ助
成金の算定基礎となる期間の最終日
の属する月の翌月から12カ月間
▽支給額　１人＝月額３万円（１事
業所３人まで）
▽申請期間　交付対象期間の最初の
６カ月を第１期、次の６カ月を第２
期とし、各期の満了した日の翌日か
らその年度内まで

新規高等学校卒業者
雇用奨励金

　市では、平成 25 年３月、26 年
３月、27年３月に高校を卒業した
人（いずれも市内在住で、短大・専
門学校を卒業していない人）を、常
用労働者として雇い入れた事業主に
対して、奨励金を交付します。
▽交付対象事業主　次の①～④のす
べてに該当する事業主
①市内に事業所を有する雇用保険適
用の事業主／②対象となる新規高卒
者のうち、平成 25年３月または平
成 26年３月に高校を卒業した人を
平成27年４月１日～８月31 日の
間に雇い入れていること、もしくは
平成 27年３月に卒業した人を平成
27年４月２日～８月 31日の間に
雇い入れていること（平成 27年 9
月１日以降に雇い入れる場合は平成
28年度以降の奨励金の交付対象と
なる予定）／③過去６カ月の間、解
雇者を出していないこと／④市税等
の滞納がないこと
▽交付対象期間　雇い入れた月の翌

～共通事項～６カ月間雇用が継続した実績により、２回に分けて交付します。　　■問商工政策課（☎35・1135）
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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　7月 7日～ 28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・年齢・電話番号・サー
クル名を記入し、6 月 25 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。

市民健康クッキング講座
（３回コース）

　講話や簡単なクッキングなど、
「食」を通じた健康づくりに関する
講座です。
▽とき　① 7月８日（水）、② 8月
5日（水）、③9月 2日（水）
※時間はいずれも午前 10時半～午
後１時。
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽内容　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　①～③すべてに参加できる
市民＝15人（初めての人を優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・
講座名を記入し、6 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。

ヒロロ
アンチエイジング講座

　テーマは「認知症かなと思ったら
～予防と対応の仕方～」です。
▽とき　7月 6日（月）、午後 2時
半～3時（受け付けは午後１時半～）
▽ところ　ヒロロ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　6月 22日～７月
3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。

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
健康相談です。体のことなどで気に
なる人はご相談ください。また、ヒ
ロロ（駅前町）３階健康広場のセル
フチェックコーナーでの計測結果に
ついて、専門的なアドバイスを希望
する人も気軽にご相談ください。
▽とき　7月 11日・25日
　　　　午後１時～４時
▽ところ　ヒロロ３階健康広場相談
室
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽申し込み先　健康広場（☎ 35・
0157、午前９時～午後７時）

多面体（30面体）折り紙づく
りで脳トレ＆ストレッチ体操
　健幸増進リーダーによる指導のも
と、指先の細かな作業で脳の活性化
を図り、家庭でできる簡単なストレ
ッチや体操も行います。
▽とき　７月７日～ 21日の毎週火
曜日、午後 1時半～ 3時（受け付
けは午後1時～）

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）

▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽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　市販の折り紙、はさみ、
運動できる服装、室内用シューズ、
汗ふきタオル、飲み物
▽申し込み先　健康広場（☎ 35・
0157、午前９時～午後７時）

～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　  176,923人　   （＋    399）
　 男　　  80,973人　   （＋271）
　 女　　  95,950人　   （＋    128）
・世帯数　 72,910世帯    （＋  421）
平成 27年５月１日現在（推計）

 暮らしのinformation

に、「戦没者遺児による慰霊友好親
善事業」を実施しており、参加者を
募集しています。また、本年度は終
戦 70周年記念として洋上慰霊を実
施します。
　詳しい日程や訪問地、申し込み方
法については問い合わせを。
■問日本遺族会（☎東京03・3261・
5521）

市民体操祭参加グループ募集

　体育の日に開催される「スポレク
祭」および「市民体操祭」に参加す
るグループを募集します。
▽とき　10月 12日（月）
　　　　午前９時半～
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽対象　いろいろな運動や体操、エ
アロビクス、ジャズダンスなどを
行っている４人以上のグループ（年
齢、性別は問いません）
▽参加料　無料（各自スポーツ安全
保険に加入を）
▽発表時間　１グループ＝５～６分
程度
■問７月 23日までに、弘前体操連盟
（宮地さん、☎兼■Ｆ 32・2988）へ。

自動車税の納付はお早めに

　県では、６月上旬に自動車税の納
税通知書を送付しています。本年度
の自動車税の納期限は６月 30日で
す。早めにコンビニエンスストアや
金融機関または県税部で納付を。
▽納税義務者　県内に主たる定置場
がある自動車の４月１日現在におけ
る自動車登録上の所有者（割賦販売
などで自動車販売店が所有権を留保
している場合は、自動車の使用者）
▽納付場所　全国の主なコンビニエ
ンスストア、県内の銀行・信用金庫・
農協などの本支店、東北地方の郵便

局（納期限を過ぎると、コンビニエ
ンスストアで納付できない場合があ
ります）
※口座振替を利用している人は、
納期限の日が振替日です。また、
インターネット上の専用サイト
「Yahoo! 公金支払い」から、納税
通知書に記載されている「納付番
号」および「確認番号」やクレジッ
トカードの番号などを入力して手続
きをすることで、クレジットカード
で自動車税を納付できます（手数料
は324円）。
▽その他　納税通知書には、納めた
後の納税証明書が添付されており、
自動車の継続検査（車検）の際に使
用できますので、大切に保管してく
ださい。詳細や不明な点、納税通知
書が届かない場合などについては問
い合わせを。
※東日本大震災により滅失または損
壊した自動車の代替取得自動車につ
いては、自動車取得税・自動車税が
非課税となる場合があります。
■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・
1131、内線 231、333）

新規高卒予定者を対象とした
求人の早期申し込みを
　弘前公共職業安定所
（南富田町）では、平成
28 年３月に高校を卒
業する生徒を対象とし
た求人の受け付けを６
月 20 日から開始しま
す。
　新規高等学校卒業予定者の地元就
職の促進と、優秀な人材の早期確保
に向け、求人票の早期提出にご協力
をお願いします。
■問弘前公共職業安定所求人企画部門
（☎38・8609、内線 31#）

文化グループ会員募集

　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「尺八
グループひびき」の会員を募集しま
す。初心者だけでなく経験者も歓迎
します。まずは見学においでくださ
い。
▽活動日　毎週水曜日の午後６時半
～９時
▽ところ　弘前文化センター２階第
１・第２和室
▽定員　５人程度
▽会費　月額500 円
■問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■Ｆ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

男女共同参画週間

「地域力×女性力＝無限大の未来」
（平成 27 年度男女共同参画週間
キャッチフレーズ）
　６月 23日～ 29日は「男女共同
参画週間」です。
　市では、平成 23年度に男女共同
参画の推進を図るため「弘前市男女
共同参画プラン」を策定し、「一人
ひとりの笑顔があふれる弘前の実
現」を目指しています。この機会に、
私たちの周りの男女のパートナー
シップについて考えてみませんか。
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

戦没者遺児の皆さんへ

　日本遺族会では、政府の補助を受
け、先の大戦で父などを亡くした遺
児を対象に、父などが戦没した東南
アジア、中国などの旧戦域を訪れて
慰霊追悼を行うとともに、現地の人
との友好親善を深めることを目的

 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

 

◎発行号　毎月１日号・15日号
◎発行部数　約６万4,000部
◎掲載料（１回）　２万円～30万円
※掲載枠により異なります。詳細については問い合わせを。
■問広聴広報課広聴広報担当（☎35・1194）

広報ひろさき有料広告募集中！

市ホームページのバナー広告も募集中！

 

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
７／５ ＥＳＴクリニック（福村）☎29・5500
26 坂本耳鼻咽喉科医院（南

瓦ヶ町）
☎33・6373

歯　科
７／５ 第一ファミリー歯科（城

東中央３）
☎28・1888

12 副島歯科医院（稔町） ☎38・7272
19 竹沢歯科クリニック（松

原西３）
☎88・1717

20 なるみ歯科（大清水４） ☎38・1115
26 ソレイユ歯科医院（新町）☎39・7303

外　科
７／５ 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
12 西弘前クリニック（中野

１） ☎32・4121
19 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
20 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
26 菊池医院（富田町） ☎39・1234

内　科
７／５ 千葉胃腸科内科医院（石

渡３）
☎36・7788

12・
19

さがらクリニック（桔梗
野１）

☎37・2070

26 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
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と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
30 日まで 板柳町ふるさとセンター

農業収穫体験
カラフルなミニトマトの収穫体験は１人 200 円。利用可能日や
時間はお問い合わせください

板柳町ふるさとセンター（☎ 72・
1500）

20日 第 10回古都ひろさき花
火の集い

10周年記念大会。悪戸河川敷運動公園を会場に開催。大輪の花
火が初夏の弘前を彩ります

同実行委員会事務局（☎33・4111）

28日 ふじワングランプリ 2015 B-1形式で町店舗・団体が考案したふじさきグルメのNo.1を決
める食の祭典

藤崎町企画財政課（☎ 75・3111）

28日 たけのこマラソン大会（平川市） 老若男女問わず参加できます。終了後は、たけのこ汁と温泉を楽しめます 同実行委員会（☎46・2104）
28日 第16回よさこい津軽 土手町通りを会場に開催。躍動感あふれる演舞で魅了します 同実行委員会事務局（☎33・4111）

７
月

８
月

６
月

19 日 クラシックカークラブ青森ミー
ティングinこみせ

懐かしい旧車約 200 台が全国から集合。参加車両による市内パ
レードが行われます

黒石商店街協同組合（☎ 53・6030）

26日 どろリンピック 夏休みの思い出に、親子・友人同士で泥まみれになって楽しみませんか 田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎58・4689）
30 日～
　８月５日

黒石ねぷた祭り 津軽の夏祭りの先陣を切り、60台以上のねぷたが集合。合同運行は７月
30日と８月２日です

黒石青年会議所（☎ 52・3369）

だより “津軽”の話題満載

　名坪平運動公園に
隣接する岩木川に約
500 ｍの特設コー
スを整備し、ワイル
ドウォーター、スラ
ロームの２種目の
全国大会（ジャパン
カップ）とローカル
大会である白神カッ

プカヌー大会が行われます。ジャパンカップでは全国各
地から集まったトップレベルの選手たちが競い合い、白
神カップではカヌー愛好者が自慢の艇に乗り、大会を盛
り上げますので、皆さんぜひおいでください。
▽とき　６月27日（土）、28日（日）
▽ところ　西目屋村岩木川カヌー会場（西目屋村大字田
代字名坪平）
■問い合わせ先　西目屋村カヌー大会実行委員会（☎
85・2858）

　今年の田んぼアートは、新旧ハリウッド映画がテーマ
です。第１田んぼアートは「風と共に去りぬ」、第２田
んぼアートは「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」です。
今年の田んぼアートも必見です。ぜひご来場ください。
▽観覧会場　第１田んぼアート＝田舎館村展望台（田舎
館村役場６階）／第２田んぼアート＝弥生の里展望所（道
の駅いなかだて「弥生の里」敷地内）
▽観覧日時　10 月 12 日まで無休（10 月４日は田舎
館村展望台のみ休業）、午前９時～午後５時（最終入館
は午後４時半）
※７月１日～８月31日は午前８時半～午後６時（最終
入館は午後５時半）
▽入館料　各会場とも大人（中
学生以上）=200円、小人（小
学生）=100円
■問い合わせ先　田舎館村企
画観光課商工観光係（☎ 58・
2111、内線 242、243）

上旬 藤崎町ねぷた合同運行 藤崎地区、常盤地区それぞれ約10台のねぷたが出陣し、町内を練り歩きます 藤崎町商工会（☎ 75・2370）
１日～７日 弘前ねぷたまつり 大小約80台のねぷたが、市内を勇壮・華麗に練り歩きます 弘前市観光政策課（☎ 35・1128）
１日・３日 大鰐温泉ねぷたまつり合同運行 町内各団体の扇ねぷたによる合同運行 大鰐温泉観光協会事務局（☎48・2111）
２日・３日 平川ねぷたまつり 今年も高さ11ｍの「世界一の扇ねぷた」が出陣 平川市商工会（☎ 44・3055）
４日 第40回田舎館村ねぷた合同運行 各地区の子どもからお年寄りまで参加し、村内のねぷた約15台が出陣 田舎館村中央公民館（☎ 58・2250）
８日～10日 2015りんご灯まつり 「ノレサ！ソレサ！」の掛け声で練り歩く「りんご山笠」は９日夕方に運行 板柳町経済課地域振興係（☎73・2111）
14日 2015りんごの里いたやなぎ花火大会 3,000 発の花火が夏の夜空を彩ります 板柳町商工会（☎ 73・3254）
14日・15日 碇ヶ関御関所祭り 津軽の表玄関の「関所」を舞台に、多彩な催し物を開催します。

関所太鼓、江戸神輿は必見です
平川市商工会碇ヶ関支所（☎ 45・
2044）

15日・16日 黒石よされ流し踊り 両日とも約2,000人の踊り子が流し踊りを披露。飛び入り参加もできます 黒石よされ実行委員会事務局（☎52・4316）
16日 大川原の火流し 精霊流しが起源とされ歴史は約 600 年。現在は豊凶を占う行事

として毎年開催されます
黒石市商工観光課（☎ 52・2111）
／黒石観光協会（☎52・3488）

17日 ふるさと元気まつり
2015

ねぷた、よされ、よさこいなどの催しを開催。フィナーレには花
火を打ち上げます

黒石青年会議所（☎52・3369）

20日 第46回津軽花火大会 夏の夜空に約4,000 発の花火が打ち上げられます 藤崎町商工会（☎75・2370）

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。

カヌージャパンカップ・
白神カップ大会

新旧ハリウッド映画とのコラボ
「田んぼアート」

西目屋村 田舎館村

白熱したレースが見ものです

第１田んぼアート
※完成イメージ図

■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
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