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▽とき　9月 21 日～ 27日、①午前 10時、②午前
11時、③午後２時、④午後３時
▽ところ　弘前公園（下白銀町）本丸
▽定員　各回100人（小学生以上）
※応募多数の場合は抽選となります。
▽参加料　無料（弘前城入園券が別途必要です）
▽申し込み方法　８月21日まで（必着）に、往復は
がきに必要事項を記入の上、ひろさき魅力プロデュー
ス室（〒036・8551、上白銀町1の 1）へ。
【往信裏面】郵便番号・住所・氏名（団体の場合は団
体名および代表者名）・人数・希望日時・電話番号
【返信表面】郵便番号・住所・氏名（返信用裏面には
何も書かないでください）
■問い合わせ先　ひろさき魅力プロデュース室（☎
40・7123)

　「弘前城曳屋ウィーク」に、弘前城本丸石垣修理に伴う天守曳屋（ひきや）
を身近に体験できるイベントを開催します！

「弘前城曳屋  
　ウィーク」

開催
９月20日～27日

▽とき　９月 20日（日）、①午前 10時、②午前 11
時、③午後２時、④午後３時（時間帯は予定）
▽ところ　弘前公園（下白銀町）本丸
▽対象　平成 27年４月 1日～８月 15日の期間に、
ひろさき応援寄附金（ふるさと納税制度）「石垣普請
応援コース」への寄附金納付が確認できた人（同伴者
１人まで可）
▽定員　各回100人（小学生以上）
▽曳屋体験の参加手続き　後日、参加について往復は
がきなどで確認をとります。なお、応募者多数の場合
は抽選となります。
▽その他　曳屋当日は、弘前城入園券が必要となりま
す。寄附者への特典の３施設共通通年券の持参をお忘
れなく（同伴者は入園料が必要）。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎ 35・1194、ファ
ク ス 35・0080、 Ｅ メ ー ル kochokoho@city.
hirosaki.lg.jp)

※天守曳屋体験とは…天守を載せた作業台に取り付けた４本のロープを 25 人ずつ合計 100 人で引く体験イベントです。

歴史的な体験ができるチャンス !!
弘前城天守曳屋体験

ひろさき応援寄附金（ふるさと納税
制度）「石垣普請応援コース」への
寄附者を曳屋体験イベントにご招待

 ひろさき応援寄附金の申込み方法　
市ホームページから寄附申出書をダウンロードし、必
要事項を記入の上、広聴広報課（〒036・8551、上
白銀町1の 1、市役所３階、窓口308）に持参、郵送、
ファクスまたはＥメールで申し込みください（寄附申
出書は広聴広報課に備え付けているほか、郵送での取
り寄せも可）。
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固定資産税の減額制度いずれの減額制度
も申告が必要です

既存住宅の改修に伴う減額制度
　耐震改修やバリアフリー改修など、一定の要件を満
たす既存住宅の改修については、申告により固定資産
税が減額されます。
　
◆耐震改修工事をした住宅
　昭和57年１月１日以前に建築された住宅で、平成
27 年 12 月 31 日までに耐震改修工事（工事費 50
万円超）をした場合、翌年度の固定資産税が、住宅部
分 120㎡分までを限度に２分の１減額されます。ま
た、改修する住宅が「要安全確認建築物（青森県地域
防災計画で緊急輸送道路に位置付けられた道路にその
敷地が接する建物のうち、地震によって倒壊した場合
に道路通行を妨げる建築物）」に該当する場合は、２
年度分減額されます。
▽申告書添付書類　改修工事に要した費用を証する書
類／現行の耐震基準に適合した工事であることの証明
書ほか
※減額措置を受けるためには、改修後３カ月以内に申
告が必要ですので、ご注意ください。

◆バリアフリー改修工事をした住宅
　平成 19 年１月
１日に存在する住
宅（貸家部分を除
く）で、平成 28
年３月 31 日まで
に、バリアフリー
改修工事（自己負
担工事費 50 万円
超）をした場合、当該住宅に係る翌年度の固定資産税
が100㎡分までを限度に３分の１減額されます。
▽要件　次のいずれかの人が居住する既存の住宅
①65歳以上の人
②要介護認定または要支援認定を受けている人
③身体障害者手帳または療育手帳などの交付を受けて
いる人
▽対象工事　廊下の拡幅／階段のこう配の緩和／浴室
の改良／便所の改良／手すりの取り付け／床の段差の
解消／引き戸への取り替え／床表面の滑り止め化
▽申告書添付書類　納税義務者の住民票の写し／改修
工事にかかわる明細書／改修箇所の写真／改修工事費
用の領収書／対象者であることを証明するもの／補助
金などの交付を受けている場合は、その交付の決定を
受けたことが確認できるもの
※減額措置を受けるためには、改修後３カ月以内に申
告が必要ですので、ご注意ください。

◆省エネ改修工事をした住宅
　平成20年１月１日に存在する住宅（貸家部分を除
く）で、平成 28年３月 31日までに、一定の省エネ
改修工事（工事費50万円超）をした場合、当該住宅
に係る翌年度の固定資産税が 120㎡分までを限度に
３分の１減額されます。
▽対象工事　窓の改修工事（必須）／床の断熱改修工
事／天井の断熱改修工事／壁の断熱改修工事（外気な
どと接するものの工事に限る）
▽申告書添付書類　納税義務者の住民票の写し／熱損
失防止改修工事証明書ほか
※減額措置を受けるためには、改修後３カ月以内に申
告が必要ですので、ご注意ください。

認定長期優良住宅に対する減額制度
　長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講
じられた優良な住宅「長期優良住宅」は、その建築お
よび維持保全に関する計画の認定を受けて建築した場
合、新築住宅の減額期間が通常より２年間延長されま
す。
　減額措置を受けるためには、新築した年の翌年の１
月 31 日までに「認定長期優良住宅に対する固定資産
税の減額申告書」に次の書類を添えて、申告する必要
があります。
▽添付書類　長期優良住宅認定通知書などの写し
▽減額期間など　一般の住宅は５年度分、３階建て以
上の中高層耐火住宅などは７年度分について、住宅部
分 120㎡分までを限度に、新築した翌年度からの固
定資産税が２分の１減額されます。
▽要件　次のすべてに該当する住宅
①用途が専用住宅、併用住宅（居住部分の割合が２分
の１以上のもの）、共同住宅であること
②平成28年３月 31日までに新築されたもの
③「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定
に基づき、耐久性・耐震性・可変性などの住宅性能が
一定基準を満たすものとして特定行政庁（市建築指導
課）の認定を受けたもの
④床面積が 50㎡（一戸建て以外の貸家住宅にあって
は40㎡）以上 280㎡以下

～共通事項～
※申告書は市ホームページに掲載しているほ
か、資産税課（市役所２階、窓口210）でも
配布しています。
■問い合わせ・申告先　資産税課家屋係（☎
40・7029）

 

マナーを守って楽しいまつりに

　市では、青少年が世界レベルでの自己の夢を実現す
るため、文化・スポーツ分野における各種教室、大会、
研修会などへの参加や、自己啓発、体験活動、学習、
研修などのさまざまな活動に要する経費の一部を助成
します。
▽対象　市内に在住する青少年（平成９年４月２日か
ら平成 21年４月１日までに生まれた人）が、海外で
の活躍を見据え、国内外を問わず、次のいずれかに該
当する場合
①文化・スポーツ分野において全国規模で選抜され、

各種教室、大会、研修会などへ参加する場合
②将来の夢を実現させるための自己啓発、体験活動、
学習、研修などの活動へ参加する場合
▽対象経費　交通費、宿泊費、受講料および参加料、
謝金、会場借上料など
▽補助限度額　国内開催…３万円／国外開催…10万
円
※予算の範囲内での先着順となります。
■問い合わせ・申込先　文化スポーツ振興課（市役所
２階、窓口253、☎ 40・7015、40・7115）

青少年の夢を
支援します 青少年夢実現チャレンジ支援事業

飛び出せ世界へ！夢の実現お手伝いします

弘前ねぷた観覧のマナー
●歩行の妨げとなる場所取りはお止めください。撤去する場合があります。
●人ごみの中での喫煙や自撮り棒の使用、小型無人機「ドローン」の使用な
ど、危険迷惑行為はお止めください。
●運行中は運行コースにはみ出ないようご注意ください。
●コース周辺の路上に駐車しての観覧は、近隣住民の迷惑となりますので、
ご遠慮ください。

 

弘前
ねぷたまつり

ちびっ子ねぷたのお通りだい

　弘前ねぷたまつりの幕開きとして「ちびっ子ねぷた
のお通りだい」を開催します。かわいい子どもたちが、
元気な掛け声とともに、土手町をパレードします。
▽とき　７月 26 日（日）、
午後３時～（雨天中止）
▽運行コース　土手町倉庫
→土手町→一番町→桜大通
り（解散地点）
■問い合わせ先　弘前青年
会議所（☎34・4458）

なぬかびおくり

　ねぷたまつりのなぬか日の夜に、岩木川沿いにねぷ
たを並べ、ねぷた囃子（ばやし）が奏でられる中、河
川敷でねぷたを燃やして、まつりのフィナーレを飾り
ます。
▽とき　８月７日（金）、午後７時～８時半（予定）
▽ところ　岩木川河川敷（岩木茜橋近く）
▽入場料　無料

ねぷたの審査

　８月１日と２日（雨天順延）に、ねぷたの構造や絵、
運行の状況、囃子を審査します。審査は桜大通り（市
民中央広場側）に審査席を設けて行います。

有料観覧席

　７月１日から販売しています。詳しくはお問い合わ
せください。
▽料金
○桜大通り　指定観覧席（いす席）…1,800 円（ガイ
ドブック、うちわ、りんごジュース付き）／自由桟敷
席…高校生以上＝1,800円（ガイドブック、うちわ、
りんごジュース付き）、小・中学生＝900円（うちわ、
りんごジュース付き）
○駅前　指定観覧席（いす席）…1,800円（ガイドブッ
ク、うちわ、りんごジュース付き）
■問い合わせ先　弘前観光コンベンション協会（☎
35・3131）

■運行日程など、まつりに関する問い
合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎
37・5501）

運行日程など
【合同運行の出発時間】
１日～４日＝午後７時、
桜大通りから出発／５日・
６日＝午後７時、中央通
りから出発／７日（なぬ
かび）＝午前10時、松森
町ふれあい広場交差点か
ら出発
※１日～４日は、ねぷた出
陣に先立ち、桜大通りで
津軽情っ張り（じょっぱ
り）大太鼓の演技を披露。
なお、津軽剛情張大太鼓
は桜大通り「市民中央広
場」に展示しています。
【運行コース（左図を参
照）】
運行前にはコースへの車
両の進入が禁止となりま
す。

ねぷた運行コース

弘 前 駅

イトー
ヨーカドー

市立病院７日

みちのく
　　銀行

有料
観覧席

中
央
通
り

１日～
　４日 有料

観覧席

元寺町

代官町

松森町
ふれあい広場

百石町展示館百石町展示館
百石町

3･3･2号線

まちなか情報
センター 　
まちなか情報
センター 　

審査席

ホテルナクアシティ弘前

８月１日～７日
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弘前市特別職報酬等審議会の委員を募集市民の皆さんから
公募します

　市では、市長など特別職の給料や議員報酬の額など
を審議する「弘前市特別職報酬等審議会」を開催しま
す。市民の皆さんの意見を反映させるため、審議会の
委員を募集しますので、奮ってご応募ください。
▽応募資格　市内に在住する20歳以上の人で、平日
の日中に開催される会議に出席できる人（議員、公務
員、市のそのほかの審議会などの委員を除く）
▽募集人員　２人程度
▽募集期限　８月14日（当日消印有効）
▽任期　９月下旬から審議終了まで（審議会は３回程
度開催予定）
▽報酬など　会議１回の出席につき、報酬１万円と交
通費（バス代など）を支給
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、

持参、またはＥメールで提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号
②「応募の動機」をテーマとした作文（800字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、人材育成課（市役所３階）
で配布しています。
▽選考・発表　応募書類の記載事項を審査の上、選考
します。なお、結果は応募者全員に書面で通知するほ
か、選任された人を市ホームページで発表します。
■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、ファ
クス 35・7956、Ｅメール jinzai@city.hirosaki.
lg.jp）

まちづくりに
あなたの声を

　市では、吉野町の煉瓦倉庫および緑地における、文
化交流拠点の整備について市民の皆さんの意見を反映
させるため、吉野町煉瓦倉庫・緑地整備検討委員会の
委員を募集します。
▽応募資格　市内に在住・通勤・通学する満20歳以
上の人で、年３回程度、平日の日中に開催される会議
に出席できる人（議員、公務員を除く）
▽募集人員　２人程度
▽募集期間　７月15日～ 28日（必着）
▽謝礼など　会議１回の出席につき、謝礼 1万円と
交通費（バス代など）を支給
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参、またはＥメールで提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・

電話番号
②志望動機、まちづくりに関する思い（例：吉野町
の煉瓦倉庫や緑地の利活用について）、自己ＰＲなど
（400字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、ひろさき魅力プロデュー
ス室（市役所４階）、岩木総合支所総務課、相馬総合
支所総務課で配布しています。なお、応募用紙は返却
しませんので、あらかじめご了承ください。
▽選考・発表　選考委員会で選考し、結果は応募者全
員に通知します。
■問い合わせ・提出先　ひろさき魅力プロデュース室
（〒 036・8551、上白銀町 1の 1、☎ 40・7123、
Ｅメールmiryokupro@city.hirosaki.lg.jp）

市政情報

吉野町煉瓦倉庫･緑地整備検討委員会の委員を募集

【負担割合について】
　65歳以上で合計所得金額が160万円以上の人（収
入が年金のみの場合は、年収280万円以上の人）は、
介護サービスを利用した時の負担割合が１割から２割
になります（ただし、住民税非課税世帯または生活保
護を受給している場合は従来と変わらず、１割負担と
なります）。
　なお、同一世帯の65歳以上の人の所得が低い場合
などは、負担割合が１割となることがありますので、
ご確認ください。
※要介護・要支援認定を受けている人に対して、負担
割合が記載された負担割合証を交付します。被保険者
証と一緒に保管してください。
【高額介護（予防）サービス費の負担上限について】
　世帯内に現役世代並の所得（※）がある65歳以上
の人がいる場合、月々の負担の上限が 3万 7,200 円
から 4万 4,400 円になります。
※住民税の課税所得が 145 万円以上の人。ただし、
同一世帯内に65歳以上の人が１人の場合はその人の

８月１日から介護保険の費用負担が変わります介護保険を受けて
いる人は確認を

収入が 383万円に達しない場合、また、２人以上で
収入合計額が 520万円に達しない場合は、申請によ
り、3万 7,200 円に戻ります。対象の人には、申請
書を送付します。
【食費・居住費の負担軽減の基準について】
　食費・居住費（室料＋光熱水費）の負担軽減の対象
者は次の要件を全て満たす人となります。
①本人が住民税非課税世帯である
②配偶者が住民税非課税である（配偶者がいる場合）
③預貯金などの金額が 1,000 万円（配偶者がいる場
合は2,000万円）を超えない場合
【居住費の負担について】
　特別養護老人ホームの相部屋（多床室）に入所する
住民税課税世帯の人などは、室料相当の金額の負担が
必要となります。
　具体的な金額については、各施設に確認してくださ
い。
■問い合わせ先　介護福祉課介護給付係（市役所２階、
窓口251、☎ 40・7071）

　市では、来年度からの新たな弘前市障がい者計画の
策定にあたり、広く市民の皆さんからの意見を反映さ
せるため、弘前市地域自立支援協議会障がい者計画策
定部会の委員を募集します。
▽応募資格　市内に在住の満20歳以上の人で、年３
回程度、平日の日中に開催される会議に出席できる人
（議員、公務員、市のそのほかの審議会などの委員を
除く）
▽募集人員　２人程度
▽募集期間　７月15日～ 29日（必着）
▽任期　委嘱した日から計画の策定まで
▽謝礼など　会議１回の出席につき、謝礼１万円と交
通費（バス代など）を支給

▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参、ファクスまたはＥメールで提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号・ファクス番号・Ｅメールアドレス
②応募動機・抱負・自己PRなど（400字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式は市のホー
ムページに掲載しています。
▽選考・発表　応募書類の記載事項を審査の上、選考
し、結果は応募者全員に書面で通知します。
■問い合わせ・提出先　福祉政策課障がい福祉係
（〒036･8551、上白銀町１の１、☎40･7036、ファ
クス 32・1166、Ｅメール fukushiseisaku@city.
hirosaki.lg.jp

弘前市地域自立支援協議会障がい者計画策定
部会の委員を募集

市民の皆さんから
公募します

同窓会支援事業費補助金費用の一部を助成
します

　本事業は、定住人口の増加と地域経済の活性化を図
るため、ふるさと回帰のきっかけとなる同窓会開催に
要する費用の一部を補助するものです。
▽補助対象者　同窓会の主催者
▽対象となる同窓会　市内の同一の小学校、中学校、
高等学校および特別支援学校の卒業生で、学級、学年、
学校および部活動の単位で開催される親ぼく会（複数
の学級で開催するものも含む）
▽補助要件　次の全てに該当するもの
①市内で開催されること
②出席者数が20人以上で、うち県外在住者が5人以
上であること
③出席者が今年度中に 25歳から 40歳に達する年齢
であること
④出席者に市が提供するパンフレット等の配布を行う
ほか、アンケートに協力すること
▽補助金の額　出席者数× 2,000 円とし、5万円を

上限とします。
※補助対象経費の合計額が上記金額に満たない場合
は、それを限度とします。
▽対象経費　開催案内文書の作成や送付に必要な印刷
製本費および通信運搬費／市内の飲食店等に支払う同
窓会の開催経費
▽申請方法　同窓会開催日の 14 日前までに、申請
書類をひろさき未来戦略研究センター（市役所 3階、
窓口306）へ。
※申請書類は同センターで配布しているほか、市の
ホームページからもダウンロードできます。
▽注意事項など　同一の同窓会に対する補助金の交付
は、年度内 1回のみです／予算額に達した時点で受
け付けを締め切ります／補助金は事業完了後の交付に
なります
■問い合わせ・申込先　ひろさき未来戦略研究セン
ター人口減少対策担当（☎40・7121）

　市では、多子家族の子育てを応援するため、市の公
共施設（文化・体育・社会教育施設等）の使用料など
が無料になるパスポートを発行しています。夏休みに
プールなどでも活用できます。対象施設など詳しく
は、市ホームページ掲載の「ひろさき多子家族応援パ
スポート事業対象施設リスト」をご覧ください。

▽対象　平成９年４月２日以降に生まれた子どもが３
人以上いる家族の親子
▽受付場所　子育て支援課（市役所１階、窓口105）
▽申請に必要なもの　親子全員分の健康保険証など
■問い合わせ先　子育て支援課子育て戦略担当（☎ 
40・7038）

ひろさき多子家族応援パスポート対象となる人は
申請を
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弘前市立小・中学校の教育改革に関する基本
方針（案）へのパブリックコメントを実施します

意見や提案を
お寄せください

　市教育委員会では、子どもたちにとって、よりよい
教育環境を整えていくための方針として「弘前市立
小・中学校の教育改革に関する基本方針」の策定作業
を行っています。
　このたび、方針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　７月15日～８月４日（必着）
▽方針（案）の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧（土・日曜日、祝日を除く）
学校教育改革室（賀田１丁目、岩木庁舎２階）、市役
所総合案内（上白銀町、市役所１階）、相馬総合支所
民生課（五所字野沢）、市民課駅前分室（駅前町、ヒ
ロロ３階）、市民課城東分室（末広４丁目、総合学習
センター内）、各出張所
▽対象　①市内に住所を有する人／②市内に事務所等
を有する人または団体など／③市内に勤務する人／④
市内の学校に在学する人／⑤本市に対して納税義務を
有する人、または寄附を行う人／⑥本方針（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・
在学の区分（任意の様式の場合は対象①～⑥のいずれ
か）、件名（任意様式のみ、「弘前市立小・中学校の教
育改革に関する基本方針（案）への意見」など）を記
入し、次のいずれかの方法で提出を。
①郵送…〒036・1393、賀田１丁目１の１、学校教
育改革室あて
②学校教育改革室へ直接持参（土・日曜日、祝日を除く）
③ファクス…82・5899
④ Ｅ メ ー ル …kyouikukaikaku@city.hirosaki.
lg.jp
⑤「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総合案
内、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ることが
できませんので、ご注意ください。また、電話など口
頭ではお受けできません。
▽意見の公表など　寄せられた意見などは、方針策定
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　学校教育改革室（☎82・1645）

介護保険サービスの利用者負担を軽減します対象となる人は
申請を

【社会福祉法人利用者負担軽減制度】
　低所得で生計困難であると認められた人に対し、制
度を実施している社会福祉法人が利用者負担額を軽減
します。
▽対象　世帯全員が住民税非課税で、一定の要件に該
当する人および生活保護受給者（世帯員数に応じて収
入や資産要件の基準額が異なります。詳しくはご相談
ください）
▽軽減額　利用者負担額の４分の１（生活保護受給者
は個室利用料の全額）
▽申請時に必要なもの　利用者本人と同一世帯員全員
の資産が分かるもの（預貯金通帳など）／利用者本人
と同一世帯員全員の収入が分かるもの（遺族年金、障
害年金などを含む）／印鑑（スタンプ印不可）
【高額介護（予防）サービス費】
　１カ月に利用した介護サービスの利用者負担額が右
表の上限を超えた場合、その超えた分を申請により支
給しています。
　なお、一度申請すると、以降の申請は必要ありませ
ん（担当課で毎月差額を調べて支給）。
▽申請時に必要なもの　利用者本人の振込先の金融機
関名・口座番号が分かるもの、認め印
■問い合わせ・申請先　介護福祉課介護給付係（市役
所２階、窓口251、☎ 40・7071）

第１段階
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉
年金を受給している人
生活保護を受けている人

第２段階
世帯全員が住民税非課税で、本人の合
計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下の人

第３段階 世帯全員が住民税非課税で、第１段階
または第２段階に該当しない人

第４段階 本人を含め、世帯の中に住民税課税者
がいる人

現役並所得者 住民税課税所得 145 万円以上の 65歳以上の人がいる世帯に属する人

段　階 個人上限 世帯上限
第１段階 １万5,000円 １万 5,000円
第２段階 １万5,000円 ２万 4,600円
第３段階 ２万4,600円 ２万 4,600円
第４段階 ３万7,200円 ３万 7,200円

現役並所得者 ４万4,400円 ４万 4,400円
※現役並所得者段階は、平成27年８月利用分以降の適用
となります。
※世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全員の利用者負
担額の合計が対象となります。
※施設利用の際の食費・居住費、福祉用具の購入費・住宅
改修費は対象となりません。

利用者負担段階

 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

親子 deチャレンジ
わくわくクイズラリー

　
▽とき　７月18日～８月 16日
※回答カードの配布は、７月 18日
午前 10時からこども絵本の森（駅
前町、ヒロロ３階）受付カウンター
で行います（クイズラリー開催期間
中は休館日を除く毎日配布）。
▽ところ　こども絵本の森
▽内容　図書館のことや市に関する
クイズの回答を回答カードに記入し
てください。クイズはこども絵本の
森の閲覧室のどこかに隠してあるの
で、探して挑戦しよう！ 10問全問
正解者には、おめでとうカードと景
品をプレゼントします。
※景品は先着50人まで。
▽対象　小学生以下
▽参加料　無料
■問こども絵本の森（☎ 35・0155、
毎月第３木曜日は休館日）

第20回弘前公開糖尿病教室

　日本糖尿病協会青森県支部が、糖
尿病患者やその家族、市民を対象に
講演会を開催します。
▽とき　7月 25 日（土）、午後３
時～４時半（受け付けは午後２時半
～）
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ４階）ホール
▽内容　講演「糖尿病の治療薬：近
未来」／「糖尿病と血管疾患につい
て」／「雑誌『さかえ』－糖尿病パ
ラダイムシフト－」
▽入場料　無料
▽対象　市民＝100人
■問日本糖尿病協会青森県支部（ノボ
ノルディスクファーマ内、☎青森
017・773・0031）

弥生いこいの広場の催し

○動物広場イベント
▽とき　7月 26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、ヤギの爪切り見学
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。動物広場
入場料が必要。
○工作教室
▽とき　8月 1日（土）
　　　　午前10時～
▽内容　エコ虫かご作り
▽参加料　無料
※材料が無くなり次第終了。事前の
申し込みは不要。
○ポニーや動物たちと遊ぼう！
　動物たちと触れ
合ったり、飼育の
裏側見学や工作を
して、夏休みの思
い出を作ろう！
▽日程　8月 6日（木）、午前 8時
半＝追手門広場集合（雨天決行）、
午前 9時＝バス出発、午後 3時半
＝追手門広場解散
▽対象　小学生＝50人　
▽参加料　1,000円（当日徴収）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、着替え、帽子、
おにぎり
※豚汁と飲み物を用意します。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

講演会「自然治癒力を高め、
健康で長生きを（統合医療に
ついて）」

▽とき　７月27日（月）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）中会議室
▽内容　①午後１時～＝講演会…講
師・今充さん（弘前大学医学部名誉
教授）／②午後２時半～＝個別健康
相談、押し花しおり作り、抹茶の癒
し体験　
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市民の森の会（工藤さん、☎
35・6440）
※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。

第32回いわき夏まつり

　ねぷたの合同運行、パレード、夜
店など盛りだくさんのイベントが、
賀田商店街を舞台に行われます。
▽とき　７月30・31日
▽ところ　賀田通り、岩木文化セン
ターあそべーる（賀田１丁目）周辺
▽内容　獅子舞披露／よさこい＆ね
ぷた運行／岩木ファミリーバンドラ
イブ／ヒップホップ・ストリートダ
ンスなど
■問岩木夏まつり実行委員会事務局
（岩木山商工会内、☎82・3325）

まちなかクラフト村
期間限定フェア開催
　市では、市内の工芸品を一堂に
会したセレクトショップやワーク
ショップスペース・ギャラリース
ペースなど、市内の工芸の拠点とな
る『まちなかクラフト村』づくりを
進めています。
　本格オープンに向け、試験的に市
が「趣のある建物」として指定して
いる旧紺屋町消防屯所においてセレ
クトショップの期間限定フェアを開
催します。この機会にぜひお買い求
めください。
▽とき　７月 31日～８月６日、午
前10時～午後６時
▽ところ　旧紺屋町消防屯所
■問商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

藤田記念庭園
夜間開園のお知らせ
　弘前ねぷたまつりの開催にともな
い、一部の期間特別開園します。
▽とき　8月 1 日～ 4 日、午後５
時～９時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
高台部、低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子供＝
100円　
※詳しくはお問い合わせください。
■問藤田記念庭園（☎37・5525）
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　市では、結婚を希望する若者の魅力向上を目的に、「ひ
ろさき恋活カレッジ～異性との会話が弾んでとまらなく
なる！あなたにも必ずできるマジカルトーク実践講座
～」を開催し、恋活・婚活を支援します。
▽日程　① 8月 17日、②９月２日、③９月 16日、④
９月 30日、⑤ 10月 14 日、⑥ 11月１日の午後６時
半～８時半（⑥のみ午後５時～６時半）
※⑥の講義終了後、パーティーを開催。
▽ところ　①～⑤＝ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室
２／⑥＝土手町コミュニティパーク
▽対象　原則６回すべてに参加できる市内在住または市
内に勤務・通学する20代～30代の独身の人＝30人（応

募多数の場合は抽選）
▽参加料　各回300円（当日徴収）
※パーティーに参加する場合は別途参加料（男性＝
4,000円、女性＝3,000円）が必要。
▽申し込み方法　８月10日（必着）までに、電話また
はＥメールで、住所・氏名・年齢・職業（市外在住の人
は勤務先・学校名）をお知らせください。
※ 12月～平成 28年２月にかけて、同じ内容で後期講
座も開催予定。
■問 たびすけ（西谷さん、☎ 55・0268、土・日曜
日、祝日を除く、午前９時～午後６時、■Ｅ info@
tabisuke-hirosaki.jp）

☆ひろさき恋活カレッジ（前期）参加者募集

 

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

▽演奏者　坂本浩大さん（弘前市）、
工藤陽妃さん（藤崎町）、駒井さつ
きさん（平川市）ほか
▽招待演奏者　クリシュナ・バクタ・
ライさん（ネパール）ほか
■問国際障害者ピアノフェスティバル
委員会青森支部（佐々木さん、☎携
帯090・8925・6315）

「ねぷたのあと・夏・室内楽
への誘い」コンサート
　ドイツで活躍しているアーティス
トを迎え、コンサートを開催します。
甘美な響きを、壮麗な礼拝堂でお楽
しみください。
▽とき　８月８日（土）、午後２時
～（開場は午後１時15分）
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽入場料　前売り＝ 1,000 円／当
日＝1,500円
▽出演　バイオリン＝初鹿野司さ
ん、ピアノ＝初鹿野久枝さん、チェ
ロ＝藤沢俊樹さん、賛助演奏チェロ
＝和田達也さん
■問ル・コンセール（和田さん、☎携
帯080・1679・3413）

教育講演会

　学校、家庭、地域と連携を深め、
子どもたちのよりよい未来を一緒に
考えることを目的に開催します。
▽とき　８月11日（火）
　　　　午後２時半～４時半
▽ところ　岩木文化センターあそ

べーる（賀田１丁目）
▽内容　講演「障がいのある子ども
の性に関する指導について」…講師・
蓮香美園さん（東京学芸大学附属特
別支援学校教諭）
▽定員　300人（先着順）
▽参加料　無料
■問８月３日までに、電話かファクス
（氏名・電話番号を記入）で、教育
センター（☎ 26・4803、■Ｆ 26・
2250）へ。

夏休み親子
ナイトミュージアム探検

「その夜、何かが…」
　博物館展示資料を夜に親子で見学
したり、警備員に同行して展示資料
に異常がないか巡回します。ぜひ参
加ください。
▽とき　８月15日（土）
　　　　午後６時～８時ころ　
▽集合場所　市立博物館（下白銀町）
入口
▽対象　小学生とその保護者（小学
生のみは不可）＝10組（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　８月１日の午前８
時半から電話で受け付け
▽内容　展示資料解説、警備員同行
巡回、クイズ
▽その他　館内では飲食できません
／参加した小学生には博物館オリジ
ナル「為信缶バッジ」をプレゼント
します。
■問市立博物館（下白銀町、☎ 35・
0700）

第４回「津軽岩木スカイ
ラインを歩いてみよう会」
参加者募集

▽とき　９月６日（日）
※雨天決行。ただし、荒天は中止。
▽集合　午前６時 45分までにＪＲ
弘前駅城東口駐車場前（往復とも専
用貸切バスを利用。帰りは午後２時
半に岩木山８合目駐車場出発）
▽コース　Ａコース＝ 10㎞／Ｂ
コース＝５㎞
▽対象　小学生以上（小学生は高校
生以上の同伴者が必要）
※体の不自由な人も参加できます
が、事前にご連絡ください。
▽参加料　１人2,000円
※事業が中止になった場合も返納し
ませんので、ご注意を。
▽持ち物　昼食、飲み物、汗ふきタ
オル、雨具など
▽申し込み方法　８月 20 日まで
に、案内チラシ添付の振込用紙また
は郵便局備え付けの口座振替用紙
に、申込者の住所、氏名、電話番号
を記入し、参加人数分の参加費を納
入してください。
▽口座番号　02250-3-114893
▽加入者名　弘前歩こう会
■問弘前歩こう会事務局（今井さん、
☎兼■Ｆ 32・9272）
※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。

ノルディックウオーキング
体験会
▽とき　７月 17 日～ 10 月 30 日
の毎週金曜日、午前 10時～ 11時
半
▽ところ　集合場所＝市民体育館
（五十石町）、コース＝弘前公園内
▽対象　市民
▽参加料　2,500 円（スポーツ安
全保険料含む）
▽講師　成田基一さん（JNFA公認
アクティビティリーダー）
▽受け付け　期間中は随時受け付け
します。
■問市民体育館（☎36・2515）

中学生武道教室（弓道）

▽とき　７月 19日～８月 16日の
毎週土曜日、午前10時～正午
▽ところ　市立弓道場（笹森町）
▽対象　中学生＝５人程度
▽参加料　150 円（スポーツ安全
保険料として。初日に徴収）
※事前の申し込みが必要。
■問弘前弓道会（成田さん、☎携帯
090・5231・9562）

弘前B&G海洋センターの
暑中げいことスポーツ教室
【柔道暑中げいこ】
▽とき　7月 22 日～ 26 日（全 5
回）、午前6時～ 7時半
▽内容　柔道の基本動作の習得と健
康増進
▽講師　弘前柔道協会指導員
▽対象　小学生以上＝50人
【躰道（たいどう）暑中げいこ】
▽とき　7月 22 日～ 26 日（全 5
回）、午前6時～ 7時半
▽内容　躰道の基本動作の習得と健
康増進
▽講師　弘前市躰道協会指導員
▽対象　小学生以上＝50人
【少年少女バレーボール教室】
▽とき　7月24日・25日（全2回）、
午前10時～正午
▽内容　バレーボールの基本動作の
習得と健康増進
▽講師　弘前バレーボール協会指導
員
▽対象　小学校 4年生～中学生＝
50人
～共通事項～
▽ところ　弘前 B ＆ G 海洋セン
ター（八幡町1丁目）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み　当日会場で受け付け
■問 弘前 B&G 海洋センター（☎
33・4545）

夏休みにキッズダンスしよう！

▽とき　7月 27 日～ 31 日（全 5
回）、午前９時～10時
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）スタジオ
▽対象　5歳児～小学校３年生

▽参加料　5,400 円（傷害保険料
を含む）
▽持ち物　動きやすい服装、飲み物、
タオル、室内用シューズ
※事前の申し込みが必要。
■問ウイング弘前（☎38・8131）

気軽にスポーツ体験教室

▽とき　７月 31日～９月 18日の
毎週火曜日、午前10時半～正午（７
月21日は除く）
▽ところ　金属町体育センター
▽内容　ソフトバレーボール・ラ
ケットテニスなどのルール説明と
ゲーム、ストレッチ体操
▽対象　市民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、７月 18日（必着）まで
に、金属町体育センター（〒036・
8245、金属町 1の 9）へ。
※夫婦や友人同士での参加は、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。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

ヒロロスクエアコミュニケー
ションゾーンの催し
◎ファシリテーター養成講座「丸い
会議でわくわく未来の計画術」
▽とき　８月１日（土）、午前 10
時～午後４時／２日（日）、午前
10時～午後１時
▽ところ　健康ホール（駅前町、ヒ
ロロ３階）
▽内容　まち育てをテーマとした、
会議の進行役（ファシリテーター）
に必要な技術を身につけるための講
座です。ワークショップ形式を交え
ながら行います。
▽講師　名畑恵さん（まちの縁側育
み隊事務局長）
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
■問７月 29日までに、電話かファク
スで、セミナー・ハンサム・ウー
マン（田中さん、☎携帯 090・
2606・7018、■Ｆ 33・3476）へ。

弘前学院大学
父母と教職員の会講演会
▽とき　８月１日（土）　
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽内容　講演「いちにちを大事に生
きる　よく笑う～たのしいふる里こ
とば～」…講師・渋谷伯龍さん（方
言研究家・川柳作家）
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要、当日直接
会場へ。
■問弘前学院大学総務課（☎ 34・
5211）
※駐車スペースに限りがありますの
で、なるべく公共交通機関をご利用
ください。

目指そう！国際障害者ピアノ
フェスティバル in藤崎
　障がいを持つ子どもたちの演奏会
です。震災で被災したネパールのピ
アニストによる特別チャリティー演
奏もあります。
▽とき　８月２日（日）、午後１時
半～（開場は午後１時）
▽ところ　藤崎町文化センター
▽入場料　大人＝ 1,000 円、小学
生以下＝800円
▽チケット取扱所　藤崎町文化セン
ター
※当日券は事前に問い合わせを。

■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

 教室・講座
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3750、平日の午前８時半～午後５
時）

東北栄養専門学校公開講座

【Smart Life Project で健康寿
命をのばしましょう】
▽とき　８月８日（土）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　東北栄養専門学校（上瓦
ケ町）調理室
▽対象　高校生以上＝30人
▽受講料　無料
▽持ち物　エプロン、三角巾、ハン
ドタオル、筆記用具、電卓
■問電話、ファクス（住所、氏名、電
話番号、高校生は学年、一般の人は
年代を記入）またはホームページで
東北栄養専門学校（☎ 32・6152、
■Ｆ 32・6155、 ■Ｈ http://www.
tcomp.ac.jp/eisen/index.html）
へ。

～今日からはじめよう～
認知症予防！
はつらつ脳力アップ教室

▽とき　８月 10日～ 31日の毎週
月曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）会議室
▽内容　レクリエーションゲーム、
手足を使う簡単なリズム体操、小道
具を使って体を動かすゲームなど
▽定員　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、フェースタオル、
内履き、運動のできる服装
▽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、７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。１回のみの参加
も可能です。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

防災マイスター育成講座

　市では、防災に関する高い意識と
知識を持ち、地域防災の推進者とな

る「防災マイスター」の育成を目的
とした講座を開講します。
▽とき　８月 22 日・29 日、９月
５日・12日・26日、10月３日
▽ところ　消防本部（本町）３階大
会議室
▽対象　市内に在住・通勤・通学す
る高校生以上の人＝50人（先着順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事
項を記入し、８月５日までに郵送、
ファクスまたはＥメールで、防災安
全課（〒036・8551、上白銀町１
の１、■Ｆ 35・7956、■Ｅ bousai-
anzen@city.hirosaki.lg.jp）へ。
※申込書は防災安全課（市役所３階、
窓口 305）に備え付けているほか、
市ホームページからダウンロードで
きます。また、講義内容・時間など
の詳細については、ホームページを
ご覧ください。
■問防災安全課（☎40・7100）

カルチャークラブ

▽とき　毎週火曜日の午前 10時～
11時（正午まで自主活動）
▽ところ　南富田町体育センター
▽内容　手芸や工作などの物作り体
験　
▽対象　市民
▽参加料　１回 300 円（別途材料
費が必要）
■問南富田町体育センター（☎ 34・
6122）

ひとり親家庭等
就業支援講習会
　母子家庭の母・父子家庭の父およ
び寡婦で、全日程出席できる人を対
象に開催します。
○調理師試験準備講習会
▽講習日　９月14日・15日
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽定員　本年度の調理師試験を受験
する人＝４人
○パソコン講習会（個別指導）
▽とき　９月 14 日～ 11 月 19 日
（全 21回）
▽ところ　パソコンスクールＪＯＹ
（駅前３丁目）
▽定員　８人
○医療事務講習会（修了後、検定試

剣道暑中稽古

▽とき　７月 27日～ 31日（全５
回）、午前６時～８時
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　基本動作・基本技・練習稽
古・講話
▽対象　市民＝150人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
※用具は各自で準備を。
▽申し込み　当日会場で受け付け
■問市民体育館（☎36・2515）

2015東北コンピュータ
専門学校サマー講座
▽とき　８月１日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　東北コンピュータ専門学
校（上瓦ケ町）
▽内容　スマートフォン・タブレッ
ト活用術～夏編！国内・海外旅行～
※タブレットは用意します。
▽対象　高校生以上＝ 20人（先着
順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　７月 24 日まで
に、ホームページ、Ｅメール、はが
き、電話またはファクス（住所・氏
名・電話番号を記入）で、東北コン
ピュータ専門学校へ。
■問 東北コンピュータ専門学校
（〒 036・8503、上瓦ケ町 12、
☎ 32・6154、■Ｆ 32・6155、■Ｈ
http://www.tcomp.ac.jp、 ■Ｅ
comp@tcomp.ac.jp）

男子ごはん料理教室

▽とき　８月３日・４日、午前 10
時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階栄養指導室
▽内容　カレーチーズパエリア、夏
野菜のコブサラダ、人参と芽かぶの
スープの調理
▽対象　市内在住の男子高校生・大
学生＝各日15人
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン・三角巾、はし
▽申し込み方法　７月 21日から電
話で受け付け
■問 弘 前 市 保 健 セ ン タ ー（37・

験を受験）
▽とき　９月２日～11月20日（全
31回）
▽ところ　S.K.K. 情報ビジネス専
門学校（徳田町）
▽定員　母子家庭の母および寡婦＝
15人
～共通事項～
▽受講料　無料（教材費、受験料は
本人負担）
▽申込期間　７月 24 日～８月 14
日
▽申込先　申込書に写真（縦４㎝×
横３㎝）を貼付し、子育て支援課（市
役所１階、窓口106）へ。
※申込書は子育て支援課で配付。申
し込み多数の場合は抽選で決定しま
す。
■問子育て支援課（☎40・7039）

平成まんじ札2015を
集めてみませんか
　市の歴史や文化を感じられる「平
成まんじ札」を配布します。
▽とき　７月18日～９月 13日
▽配布場所　市中心街をメーンとし
た44店舗・施設
▽コース　①１日体験土手町ルート
（23店舗）／②観光施設ルート（５
施設）／③市内近郊コンプリート
ルート（①②を含む全店舗）
※ポスターやチラシをヒントに収集
を。
▽その他　各店舗・施設で 300 枚
配布します（なくなり次第終了）
■問弘前青年会議所（☎34・4458）

発掘調査現地説明会

　市教育委員会では、市道独狐蒔苗
線整備事業に伴い、平成 24年度か
ら油伝（２）遺跡の発掘調査を実施
しています。今年度は調査最終年度
にあたります。
　今回の現地説明会では、出土遺物
とともに発掘現場を紹介します。油
伝（２）遺跡最後の現地説明会です
ので、ぜひ参加を。
▽とき　７月26日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▽ところ　油伝（２）遺跡発掘調査

現場（蒔苗字油伝42ほか）
※県道 35号五所川原岩木線を賀田
から船沢方面へ向かうと、鼻和集落
に入ってすぐの交差点付近で、文化
財課職員が交通案内します。
■問文化財課埋蔵文化財係（☎ 82・
1642）

夏季河川清掃美化運動

　市と市町会連合会が、市内主要６
河川と、誰でも自由に参加できる清
掃区域で、清掃美化運動を実施しま
す。清掃開始時間は地区によって異
なりますので、事前にお問い合わせ
ください。
▽とき　７月26日（日）
※大雨の場合は中止。
▽ところ　団体清掃区域＝土淵川・
寺沢川・腰巻川・後長根川・大和沢
川・前川／自由清掃区域＝岩木川悪
戸河川敷運動広場・岩木茜橋の夕陽
水辺の楽校
■問環境管理課環境事業所環境事業係
（☎32・1952）

健やか育児相談

▽とき　７月27日（月）、午前10
時～ 11時 45分（受け付けは午前
10時～ 11時半）
▽ところ　駅前こどもの広場（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　子育て相談（育児、食事、
歯みがきについて）
※子育てについての講座（保健師
による「知っておきたい子どもの
肥満」）が午前 10時半～ 10時 50
分にあります。
▽対象　乳幼児の保護者とその家族
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
※歯の相談を希望する人は、普段
使っている歯ブラシを持参してくだ
さい。
■問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

司法書士の日
相続登記無料相談会
　青森県司法書士会は「司法書士の
日」の記念事業として、相続登記に
関する無料相談会（面接形式での相
談）を開催します。
▽とき　８月１日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽相談料　無料
※具体的な手続きが必要になる場合
は、別途費用が掛かります。
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

伝統工芸品等活用
促進事業費補助金
　市では、伝統工芸品等の活用促進
を図るため、市内の飲食店や宿泊施
設などが購入する食器や装飾品に市
の伝統工芸品等を活用する場合に、
購入費の一部を補助します。
▽募集期間　随時（予算が無くなり
次第終了）
▽対象事業　市内の店舗などで使用
する伝統工芸品等（食器や装飾品）
の購入事業
※交付決定日以降に購入したものに
限る。
▽対象者　市内で飲食店・宿泊施設・
理美容院・服飾店・雑貨店・書店な
どを経営する法人または個人その他
市長が適当と認めるもの
▽対象経費　対象者が店舗などで使
用する食器類や装飾品の購入経費
※市内で製造または販売する事業者
から購入するもので、購入経費が
10万円以上のものに限る。
▽対象工芸品　①津軽塗／②津軽焼
／③下川原焼土人形／④あけび蔓細
工／⑤こぎん刺し／⑥弘前こけし・
木地玩具／⑦津軽凧（だこ）／⑧錦
石／⑨津軽打刃物／⑩津軽竹籠／⑪
津軽裂織（さきおり）／⑫ブナコ
▽補助金額　10万円を限度（補助
率２分の１）
※制度の概要および交付申請書は市
ホームページからダウンロードでき
ます。
■問商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

 その他
  

今年度の作業風景
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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　８月５日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

小型移動式クレーン
運転技能講習
▽とき　８月19日～ 22日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝桝形運送（小
比内字福田萢）
▽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
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円（ただし、資格所
持者は 6,760 円。いずれもテキス
ト代1,645円が別途必要）
※資格所持者…クレーン、移動式ク
レーン、デリック、揚貨装置の各運
転士免許証の所持者および床上操作

式クレーン、玉掛けの各技能講習修
了証の所持者
▽申込期間　７月30日～８月６日
▽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、午前
９時～午後５時）

不審電話にご注意を！

【日本年金機構の年金情報流出に関
連した不審電話】
　日本年金機構がサイバー攻撃を受
けて個人情報が流出した事件のあと
で、日本年金機構をかたる電話が全
国で相次いで発生しています。多く
は、家族構成を尋ねる内容の不審な
電話です。
　今後県内でも、この事件に便乗し
て公的機関を名乗り、現金をだまし
取ろうとする手口が発生する恐れが
あります。
　日本年金機構をはじめ、公的機関
から個人情報の流出について、電話
で連絡することは絶対にありませ
ん。そのような電話があっても、す

市民参画センター
開館時間変更のお知らせ
　８月１日～４日は、市民参画セン
ター前にねぷた観覧の桟敷席が設置
され、センターへの出入りが困難に
なることが予想されますので、次の
とおり開館時間を変更します。
▽変更期間　８月１日～４日
▽開館時間　午前９時～午後５時
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

労働相談会

　青森県労働委員会では、個々の労
働者と事業主との間に生じた労働条
件などのトラブルを解決するため、
無料の相談会を開催します。
▽とき　８月４日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　青森県労働委員会（青森
市長島２丁目、みどりやビル７階）
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前予約可。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

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

ぐに電話を切りましょう。不安なと
きは市民生活センターに相談を。
【カニや海産物の電話勧誘】
　県内で、強引なカニや海産物の電
話勧誘の相談が引き続き急増してい
ます。最近では認知症などで判断力
の衰えた高齢者からの相談が目立ち
ます。断ったにもかかわらず商品が
届いたり、電話で断りきれず商品が
届いてしまった場合は、受け取りを
拒否しましょう。その場合、①業者
名、②住所、③電話番号、④商品
名、⑤代金がわかる場合は金額をメ
モし、市民生活センターに相談を。
▽相談先　市民生活センター（駅
前町、ヒロロ３階、☎ 34・3179、
午前８時半～午後５時）
※月曜日は休館日。

津軽の食と産業まつり
出展者募集
▽とき　10 月 16 日～ 18 日の午
前９時半～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ターおよびエントランス広場（豊田
２丁目、運動公園内）
▽出展料　１コマ＝１万8,000円
▽共益費　屋内（主に物販・企業Ｐ
Ｒなど）…１店舗＝ 5,000 円／屋
外テント村（主に飲食）…１店舗＝
１万円
※その他必要に応じて経費がかかる
場合があります。
■問７月 31日の正午までに、津軽の
食と産業まつり運営協議会事務局
（上鞘師町、弘前商工会議所内、☎
33・4111）へ。

文化センターに
みんなの作品を飾ろう☆
～子どもの作品大募集 !～
　弘前文化センターを会場に今年で
54回目を迎える「弘前市子どもの
祭典」（11月３日開催）において、「子
どもの作品展示会」を開催します。
当日展示する小・中学生の作品を募
集しますので、夏休み中に作った作
品など、奮ってご応募ください。

▽対象　市内の小・中学生
▽テーマ・応募規定など　
○団体作品　１つの作品を２人以上
で作成。絵画や工作など内容は自由
○個人作品
①工作の部…自分の手で作った工作
作品
②絵画の部…八つ切りサイズの画用
紙に描いた絵画で、テーマは「未来」
▽応募方法　作品に、タイトル・住
所・氏名（ふりがな、団体作品は製
作者全員分）・性別・学校名（団体名）・
学年・電話番号・指導者氏名を記入
したものを添付し、郵送または持参
してください。
▽受付期間　７月 16 日～９月 14
日の午前８時半～午後５時（火曜日
を除く）
▽その他　各部門の優秀作品に選ば
れた人は子どもの祭典開会式にお
いて表彰／応募作品は 11月４日～
20日に、中央公民館事務室で返却
（返却時、応募者全員に参加賞を差
し上げます）
■問弘前市子どもの祭典実行委員会
事務局（〒 036・8356、下白銀
町 19 の４、弘前文化センター１
階中央公民館内、☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp）

若年者と女性のための
資格取得支援事業
　市では、求職中の若年者および女
性を対象とした、介護職員初任者研
修、パソコン初級、調剤薬局事務、
医療事務、日商簿記の講習会を開催
します。マンツーマン形式（介護研
修を除く）で個人のレベルにあった
授業を行い、早期就労を支援します。
▽受講料　無料（別途テキスト代が
必要）
▽対象者　①および②に該当する人
①弘前市に住所を有し、失業中かつ
求職中の女性または 40歳未満の男
性／②現在、雇用保険受給中かハ
ローワークに登録をして、求職活動
をしている人
▽ところ　介護職員初任者研修、日
商簿記＝ＪＭＴＣ弘前教室（外崎４
丁目）／調剤薬局事務、医療事務＝
ニチイ学館（表町、アプリーズ４階）
／パソコン初級＝ソフトキャンパス
（土手町、したどてスカイパークビ

ル２階）
▽定員　各科目10人（先着順）
▽申し込み手続き　申し込みには、
印鑑、雇用保険受給資格者証または
ハローワークカードの写し、身分証
明書（運転免許証など）の写しが必
要。申込書は商工政策課（市役所６
階、窓口652）で配布。
※受講日時は受講者により異なりま
す。詳しくはお問い合せください。
■問商工政策課就労支援係（☎ 35・
1135）

法務局からのお知らせ

　法務局では、公図と呼ばれる精度
の低い図面が備え付けられている地
域の一部について、本年度および来
年度の２カ年で精度の高い地図を作
成することにしました。
　本年度については、測量の基礎と
なる基準点を道路などに設置する
「基準点設置作業」を実施します。
調査や測量のため、皆さんの土地内
に立ち入る場合がありますので、ご
理解とご協力をお願いします。
▽調査地域　富田１～３丁目、住吉
町、御幸町、富野町、大富町の全部
および富田町の一部
▽実施予定期間　８月１日～ 10月
31日
▽実施方法　作業機関の社員が法務
局の腕章を付けて地区内を踏査し、
基準点設置場所を選定した上で測
量、設置します。
■問青森地方法務局弘前支局登記部門
（船水さん、☎26・1150）

バス車内事故防止
についてのお願い
　走行中に席を離れると、転倒など
思わぬけがをする場合があります。
降りるときは、バスが停留所に着い
て扉が開いてから席を立つようにし
ましょう。
　また、バスは安全運転に徹してい
ますが、やむを得ず急ブレーキをか
ける場合があります。満席のため席
に座れない場合は、つり革や握り棒
にしっかりつかまりましょう。
　バス車内事故防止に皆さんのご理
解とご協力をお願いします。
■問青森県バス協会（☎青森 017・
739・0571）

　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 1kg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。
　また、7月から、集荷対象品目に「布類（衣類、布類）」
を追加し、家庭で不要になった衣類や布類の集荷を開始
しました。
※再生資源回収運動について詳しく知りたい人は、弘前
市出前講座メニュー「地域のみんなではじめよう再生資
源回収運動」をぜひ利用してください。再生資源回収運
動のはじめ方やしくみ、ノウハウについてお話しします。
▽回収するもの

再生資源回収運動の集荷対象品目に衣類・布類を追加しました！
○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・子ども服・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。
■問環境管理課環境事業所資源循環係（町田字筒井、35・
1130）
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前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,865人　   （－              58）
　 男　　  80,925人　   （－              48）
　 女　　  95,940人　   （－              10）
・世帯数　 72,905世帯    （－                 ５）
平成 27年６月１日現在（推計）

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　今後さらなる介護サービス利用者の増加が見込まれる中、元気な高齢者
を増やそうと行われている自立支援介護の取り組みについて紹介します。
○放送日　７月18日（土）、午前11時 15分～ 11時半
○放送局　青森テレビ（ＡTＶ）

「もっと元気な高齢者を増やそう
　　　　　　　　　　～自立支援介護の取り組み～」

（http://coc.hirosaki-u.ac.jp/
green.html）からダウンロードで
きます。
■問弘前大学学務部教務課教務企画担
当（〒036・8560、文京町１、総
合教育棟１階、☎39・3709）

平成26年度
生ごみ水切りチャレンジ
モニター事業実施結果

　市では、生ごみ減量化事業の一環
として「生ごみ水切りチャレンジモ
ニター事業」を実施しました。今回
は 185 人のモニターの皆さんが挑
戦し、その減量効果は平均7.5％で
した。
　平成 25年度に家庭から出た燃や
せるごみのうち、生ごみは約 1万
6,400ｔです。皆さんで水切りを行
えば、１年間で約1,200ｔのごみが
減量できますので、水切りにチャレ
ンジしてみましょう。
　詳しい事業結果については市ホー
ムページに掲載しているほか、環境
事業所（町田字筒井）でも配布して
います。
■問環境管理課環境事業所資源循環係
（☎35・1130）

「喫煙環境表示ポスター」
掲示協力店舗を募集
　市では、さくらまつり期間に合わ
せ、市民や観光客の受動喫煙を未然
に防ぐため、店舗などの出入口など
外から見える場所に貼り付ける喫煙
環境表示ポスターを作成し、市内の
一部店舗などに配布しました。
　ねぷたまつり期間以降においても
ポスター掲示に協力できる店舗等を
募集します。
▽対象　市内に所在する店舗など
▽申込方法　７月 27日までに、申

込書に必要事項を記入し、郵送、持
参、ファクスまたはＥメールで提出
を。
※ポスターデザインおよび申込書は
市ホームページに掲載しています。
また、申込書はファクスまたはＥ
メールでも取り寄せできますので、
希望者はご連絡ください。
▽ポスター送付方法　おおむね１週
間以内に送付します（申込書持参の
場合は即日配布）。
■問 健康づくり推進課（〒 036・
8711、野田２丁目７の１、☎
37・3750、 ■Ｆ 37・7749、 ■Ｅ
kenkou@city.hirosaki.lg.jp）

「弘前×フランス」
プロジェクト
9 月「弘前×フランス」週間協賛企
画募集！
　「まちをキャンパスに！」をスロー
ガンに、地域の皆さんとつながる弘
大生プロデュース企画「フランス日
和～マルシェ2015」に加え、今年
はりんご収穫祭内での企画、中心市
街地での弘前ゆかりのフランス紹介
展、まちなかトークセッションなど
を予定しています。これらのイベン
トを一緒に盛り上げてくれる企画を
募集します。
▽募集する企画　フランスに関する
商品・料理などを取り扱っているお
店やフランス語の名前がついたお店
での協賛企画（協賛メニュー、協賛
特価など）や、フランス文化に関連
する音楽・アート・スポーツなどの
企画で、9月中に開催できるもの
▽参加料　無料
▽応募締め切り　8月 5日（水）
■問弘前大学フランス語ホームペー
ジ・プロジェクト（☎兼■Ｆ 39・
3975、■Ｅ frenchpj@hirosaki-u.
ac.jp）

在宅で重度の要介護者を介護
している家族や住宅ねたきり
高齢者を支援します

【家族介護慰労金支給事業】
　在宅で、重度の要介護者を日常的
に介護している家族に対し、慰労金
を支給します。
▽対象　介護している人が住民税非
課税世帯で、介護されている人が次
の①～④のすべてに該当する場合
①市内に住所を有する
②住民税非課税世帯
③要介護４または５の介護保険の認
定を受けている
④過去１年間、介護保険のサービス
を利用していない（１週間以内の
ショートステイを除く。また、３カ
月以上入院した場合は、その前後を
合わせて１年とする）
▽慰労金の額　10万円
▽申請時に必要なもの　介護してい
る人の振込先の金融機関名・口座番
号が分かるもの、認め印
■問介護福祉課介護給付係（市役所２
階、窓口251、☎ 40・7071）
【在宅ねたきり高齢者の寝具丸洗い
サービス】
▽対象　自宅で生活しているおおむ
ね65歳以上のねたきりの人
▽内容　掛布団、敷布団、毛布また

は丹前のいずれか合計３枚までを専
門業者が回収し、丸洗い・乾燥・殺
菌消毒をした後、自宅へ返却します
（約１週間）。
▽実施期間　９月上旬～10月末
※回収日・返却日については、申し
込み受け付け後、利用決定通知で個
別にお知らせします。
▽申込先　８月６日までに、各地域
の民生委員または介護福祉課へ
■問介護福祉課高齢福祉係（☎ 40・
7114）

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ
　昨年度は、県内で１年間に延べ
５万 3,765 人から献血のご協力を
いただき、誠にありがとうございま
した。
　現在も病気やけがの治療のため、
輸血や血液製剤を必要とする人が数
多くいます。その血液製剤は、健康
な人からの自発的かつ無償で提供い
ただく「献血」により作られ、その
血液により、多くの患者の命が救わ
れています。
　弘前献血ルーム「CoCoSA（コ
コサ）」が大町タウンビル２階に開
設しており、市内では献血バスも巡
回していますので、１人でも多くの
人の献血へのご協力をお願いします。

■問青森県赤十字血液センター（三戸
さん、☎青森017・741・1511）

弘前大学
グリーンカレッジ開校
　弘前大学では、地域の皆さんの「学
び直し」や、学生と一緒にサークル
活動などキャンパスライフを体験で
きる場として、「弘前大学グリーン
カレッジ」を開校します。弘前大学
で、学生らとともに大学の知に触れ
てみませんか。
▽内容　「学びたい」に応える８分
野・約 30の授業科目を開放／１科
目＝１授業90分× 15回
▽授業開始　10月１日から
▽選考方法　面談およびレポート
（志望動機）などを参考に決定
▽その他　第１期生は入校料および
受講料（平成27年度後期分）無料
※モニター生としてアンケートなど
への協力が必要です。
▽申し込み方法　８月 21 日まで
に、所定の申込書に必要事項を記入
の上、郵送で申し込みを。
※募集案内・申込書はホームページ

　市では、がんの早期発見と正しい
健康意識の普及および啓発を図り、
健康保持・増進を図ることを目的と
して、国の方針に基づき「がん検診
推進事業」を実施する予定です。対
象となるのは下記に該当する人で
す。
　対象年齢に該当する人で、平成
27年４月 20 日現在、弘前市に住
民登録のある人には、７月中に無料
クーポン券を発送する予定です。
　対象者のうち、すでに弘前市の子
宮頸がん・乳がん・大腸がん検診を
受診し、自己負担金を支払った人に
ついては、自己負担金を助成します
ので領収書の保管をお願いします。
詳しくはクーポン券と一緒に送付す

るお知らせをご覧ください。また、
４月 21日以降に弘前市に転入した
対象年齢の人は、前住所地の市町村
からクーポン券が発行されます。既
に前住所地の市町村からクーポン券
が送付されている人は、当市のクー

がん検診
推進事業 子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診無料クーポン券について

大腸がん（男性・女性）
対象年齢（※）対象者の範囲

40 歳

全員
45歳
50歳
55歳
60歳

子宮頸がん（女性）
対象年齢（※）対象者の範囲

20 歳 全員
22歳 左記の年齢に

該当する人の
う ち、 平 成
21 ～ 26 年
度に、市が実
施する子宮頸
がん検診を一
度も受けたこ
とのない人

25 歳
27歳
30歳
32歳
35歳
37歳
40歳

乳がん（女性）
対象年齢（※）対象者の範囲

40 歳 全員
42歳 左記の年齢に

該当する人の
う ち、 平 成
21 ～ 26 年
度に、市が実
施する乳がん
検診を一度も
受けたことの
ない人

45 歳
47歳
50歳
52歳
55歳
57歳
60歳

※対象年齢はいずれも
平成27年４月1日現在。

ポン券との交換が必要ですので、お
問い合わせください。
■問午前８時半～午後５時に、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）へ。
※土・日曜日、祝日を除く。

 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

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

 

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

※ 7 月 19 日の内科当番は、さが
らクリニックから伊東内科・小児科
クリニック（元長町、☎32・0630）
へ変更になりました。
◎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
8/2 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
９ 山内整形外科（城東４） ☎26・3336
16 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
23 北都クリニック（相良

町）
☎32・1335

30 さわだ整形外科（大開
３）

☎87・3311

耳鼻咽喉科・眼科
8/9 伊藤眼科（南大町２） ☎36・6105
23 やすはら耳鼻咽喉科（安

原３）
☎88・0087

歯　科
8/2 梅村歯科クリニック（石

渡１）
☎32・7311

９ 松枝歯科医院（下白銀
町）

☎35・2157

16 川村歯科医院（野田１）☎32・4073
23 野村歯科医院（西川岸

町）
☎32・8695

30 ほくおう・歯科医院（北
横町）

☎33・4618

内　科
8/2 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
９ さがらクリニック（桔梗

野1）
☎37・2070

16 佐藤内科小児科取上医
院（取上２）

☎33・1191

23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 沢田内科医院（茂森新町

１）
☎37・7755
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　市では、宝くじの社会貢献広報事業として 8月 23
日、はるか夢球場（豊田２丁目）において、元プロ野
球選手チームと地元弘前選抜チームとの親善試合や、
野球教室などの野球に関するイベント「ドリーム・ベー
スボール」を開催します。なお、イベント（下表）へ
の参加は全て無料ですが、入場整理券が必要です。　
▽入場整理券（全イベント共通）配布場所　
文化スポーツ振興課 /市役所各支所・出張所 /　ヒロ
ロ総合行政窓口 /市民課城東分室
▽参加選手（予定）
金田正一さん・谷沢健一さん・藤田平さん・加藤秀司
さん・村田兆治さん・大島康徳さんほか（全24人）
▽①の応募方法　専用の申込用紙（市内などのスポー

ツ少年団および市内中学校野球部を通じて配布）その
他は、文化スポーツ振興課へ問い合わせを。
▽④⑤の応募方法　８月７日（当日消印有効）までに
はがきに、希望するイベント名を記入の上、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号、職業（勤務先・学校名・学
年）、④の場合は「撮影人数」、⑤の場合は「打者」か
「投手」どちらか希望する方を記入し、文化スポーツ
振興課（〒036・8551 、上白銀町１の１）へ。なお、
市内在住・在勤の人で１人１枚とします。応募多数の
場合は抽選で決定（8月 14日までに当選者のみに通
知）します。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課スポーツ推進係
（☎40・7115、ファクス35・7956）

イベント とき（予定） 内容など

①少年少女ふれあい野球教室 午前９時半～正午 元プロ野球選手による指導。小・中学生が対象。専用の申込用紙で事前
の申し込みが必要。

②金田正一ふれあい講演会 午前10時半～正午 青森県武道館（豊田２丁目）補助競技場で行います。入場整理券が必要。

③ドリーム抽選会 正午 サイン入りバットなどが当たる抽選会。正午までに来場した人が対象。

④ドリームチームとの記念写真
撮影 午後０時50分 ペア・ファミリーが限定で5組が対象（１組６人まで）。はがきで事前の申

し込みが必要。

⑤プロに挑戦 午後１時 元プロを相手に５ストライクで対戦。はがきで事前の申し込みが必要。

⑥ドリームゲーム 午後１時半～午後３時 ドリームチームと市選抜チームが90分７回戦の試合などを行います。

※イベント内容や時間は雨天時などの理由により変更する場合があります。詳細は問い合わせを。

８月23日（日）　
はるか夢球場ドリーム・ベースボール

　　　　～元プロ野球選手 24 人が弘前にやってくる !! ～

ｈｉｒｏｓａｋｉ
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ひろさき歴史体感ツアー
　1594年、津軽為信は堀越城を改修し、大浦城から
拠点を移します。その後17年間、堀越城は津軽の中
心として栄えました。1611年、２代藩主・信枚（の
ぶひら）は、高岡城（後の弘前城）を築城。堀越城か
ら拠点を移し、現在の弘前市の基礎を築きました。
　市では、現在、史跡公園化を目指し堀越城跡の整備

▽集合　午後１時までに、市立観光館（下白銀町）バ
スプールへ。
※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）。
▽定員　各コース40人（先着順）
▽参加料　無料

事業を進めています。また弘前城跡では、本丸石垣の
解体修理に向けて発掘調査や天守曳屋工事などが本格
化しています。
　今回、整備や発掘が進むこれらの城跡などを巡るツ
アーを開催します。この機会に実際の城跡を訪れ、弘
前の歴史を肌で感じてみませんか。

▽受け付け開始　７月21日から電話で受け付け（両
コースへの重複申し込みはできません）
▽受付時間　午前９時～午後５時（土・日曜日を除く）
■問い合わせ・申込先　文化財課埋蔵文化財係（岩木
庁舎内、☎82・1642）

共通事項

昨年度のツアーの様子
（如来瀬石切丁場跡）整備が進む堀越城跡

 Ａコース
津軽為信の居城
「大浦城跡」と
「堀越城跡」を巡る
▽とき　８月22日（土）
　　　　午後１時～４時

 Ｂコース
如来瀬石切丁場跡と
弘前城跡本丸
石垣を巡る
▽とき　８月23日（日）
　　　　午後１時～４時

■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


