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▽申し込み方法　８月 31 日までに、申込用紙に必要
事項を記入の上、持参かファクスまたはＥメールで、
弘前市プロ野球一軍戦誘致実行委員会事務局（市役所
２階、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。
※申込用紙は文化スポーツ振興課、市内体育施設等の
公共施設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。応募は１人１通とし、応募多
数の場合は抽選で決定します。結果は９月７日ころ当
選者のみにお知らせします。
▽その他　参加者には無料で２時間のソフトドリンク
やアルコール類の飲み放題が付きます。食べ物の持ち
込みは自由で、会場の屋台から購入もできます。
■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・7015）

　プロ野球一軍戦誘致の機運を盛り上げるため発足し
た「弘前市プロ野球一軍戦誘致実行委員会」では、ま
ずは楽天イーグルスの誘致を目指し活動しています。
　この度、楽天野球団への誘致をアピールし、楽天イー
グルスファンの拡大と一軍戦開催時の応援を盛り上げ
るため、「楽天イーグルス応援レクチャーとパブリッ
クビューイング」を開催します。楽天イーグルスを応
援してくれる皆さんの参加をお待ちしています。
▽とき　９月 18 日（金）、午後５時～
▽ところ　かだれ横丁（百石町）多目的ホール
▽対戦カード　「楽天イーグルス」対「オリックスバ
ファローズ」
▽募集人数　70 人程度（１グループ最大５人、市民
および市内に通勤・通学している人とその家族）
▽参加料　無料

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１５.８.１５

　楽天イーグルス応援レクチャーと
パブリックビューイング参加者募集

９月 18 日（金）
かだれ横丁

　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（現在配布中、
当日配布も有り）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

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 !! ～

と　き イベント 内容など
午前９時 開場 先着1,000人に宝くじグッズをプレゼント

午前９時半～正午 「少年少女ふれあい野球教室」 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。

午前10時半～正午 「金田正一ふれあい講演会」 青森県武道館（豊田２丁目）補助競技場で行います。
正午～午後０時15分 「ドリーム抽選会」 サイン入りバットなどが当たる抽選会。正午までに入場した人が対象。
午後１時半～３時 「ドリームゲーム」 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。

　※雨天などの理由によりプログラム・会場を変更する場合があります。詳細は問い合わせを。

金田正一さん

ツ振興課／岩木・相馬総合支所／各出張所／
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）
■問い合わせ先　文化スポーツ振興
課スポーツ推進係（☎ 40・7115）

８月 23 日（日）
はるか夢球場

弘前市プロ野球一軍戦誘致事業
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　国勢調査は、国内の人口や世帯の実態を明らかにす
るため、５年に一度実施されます。調査結果は福祉施
策や生活環境整備、災害対策など、日本の未来をつく
るために欠かせないさまざまな計画策定などに利用さ
れます。

【調査の概要】
▽調査期日　10 月１日現在で実施
▽調査対象　10 月１日現在、日本国内に普段住んで
いるすべての人（外国人を含む）と世帯
▽調査事項　「世帯員の数」、「男女の別」、「出生の年
月」、「就業状態」、「従業地又は通学地」、「住居の種類」
など

【調査の流れ】
　９月上旬ころから国勢調査員が皆さんのお宅を訪問
し、調査書類を配布します。

全国一斉に国勢調査を行いますよりよい未来を
築くために

　今回の調査では、オンライン調査を先行実施するこ
とから、先にインターネット（パソコン・スマート
フォン）での回答を受け付け、インターネットで回答
されなかった世帯へ紙の調査票を配布して調査を行い
ます。
※漏れなく・重複なく調査を行うために、訪問時に代
表者の氏名と世帯の男女の人数をお尋ねします。

【個人情報の保護】
　国勢調査では、統計法によって厳格な個人情報保
護が定められています。詳しくは、総務省統計局

（http://kokusei2015.stat.go.jp/index.htm）を
ご覧ください。
■問い合わせ先　国勢調査弘前市実施本部

（ひろさき未来戦略研究センター内、☎ 37・
3530）

 市長と気軽に話し
ませんか 市長車座ミーティング

　市民の皆さんのご意見・ご提案を市政に反映させる
広聴事業の一環として実施する「市長車座ミーティン
グ」の開催団体を募集します。
　さまざまなテーマで、ざっくばらんに市長と話がで
きる絶好の機会です。奮ってお申し込みください。
▽とき　毎月１回
※日時は申込者との調整により決定します。
▽対象　市内に在住、在勤または在学するおおむね５
人～ 15 人で構成された団体（営利目的、宗教・思想・
政治活動などの目的で開催しようとする団体は除く）
▽申し込み方法　開催希望申込書に、テーマや開催場
所など所定の事項を記入の上、各開催日の１カ月前の
10 日までに広聴広報課（市役所３階、窓口 308）へ
持参するか、郵送またはファクスで申し込みを。
※開催希望申込書は、広聴広報課に備え付けてあるほ
か、市ホームページからもダウンロードできます。

▽その他　市民の皆さんとの話し合いの場であり、要
望・苦情を受け付ける場ではありません／申込団体が
複数の場合は、抽選により決定します／会場の準備お
よび費用負担は開催団体が行ってください／開催結果
の概要は、写真を添えて市のホームページで公表します
※ミーティングの様子はインターネット上で動画配信
されることがあります。なお、今後実施予定のミーティ
ングは、平日夜間・休日の実施が可能な場合もありま
すので、実施を希望する団体はご連絡ください。
■ 問 い 合 わ せ・
申込先　広聴広
報 課（ 〒 036・
8551、上白銀町
１の１、☎ 35・
1194、ファクス
35・0080）

オリジナルナンバープレートが決定しました
　市町村合併 10 周年記念事業として、市が６月に
行った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の結果、投票総数 1,406 票の
中から最も多い票を獲得した「桜＆たか丸くん（ライ
ダースジャケットバージョン）」に決定しました。
　決定したナンバープレートを下記のとおり限定
1,000 枚で希望する人に無料で交付します。
　新規交付のほか、既存のナンバープレートからの交
換（１台につき１回のみ）も受け付けします。
　なお、受け付け順の交付とし、番号の選択はできま
せん。
▽交付開始日　９月１日（火）、午前８時半～
▽交付場所
①市民課総合窓口（市役所１階）
※９月２日からは、従来どおり本館２階市民税課（窓
口 209 番）で交付します。

②岩木・相馬総合支所民生課
※岩木・相馬総合支所民生課での交
付は、平成 28 年８月 31 日まで。
▽交付対象車両　総排気量 125cc 以
下の原動機付自転車（ミニカーを除く）
▽交付する番号・枚数　下表参照
▽必要書類等
○新規登録の場合…①軽自動車税申告（報告）書兼標
識交付申請書／②印鑑／③販売店からの販売証明書、
または譲渡人からの譲渡証明書
※軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書に記載・
押印でも可。
○標識交換の場合…①軽自動車税申告（報告）書兼標
識交付申請書／②印鑑／③現在使用している標識（交
換した場合は標識番号が変わります）
■問い合わせ先　市民税課諸税係（☎ 35・1117）

市役所本庁舎 岩木支所民生課 相馬支所民生課 限定交付枚数合計
50cc 以下（白色） 右記以外 100番台 200番台 800枚

90cc 以下（黄色） 右記以外 10番台 20番台 100枚

125cc 以下（桃色） 右記以外 10番台 20番台 100枚
※下１ケタ「４」、「９」および下２ケタ「42」は欠番

【交付する番号・枚数】

桜＆たか丸くん（ライダースジャ
ケットバージョン）

　平成 27 年度第１回弘前市建築審査会を開催しま
す。なお、下記の議題の審議については、どなたでも
傍聴できます。
▽とき　８月 26 日（水）、午後３時～
▽ところ　市役所４階第１会議室
▽議題　日影による中高層の建築物の高さの制限に係
る特例許可の同意について
▽申請内容　申請者…弘前市長／建築場所…南大町二
丁目５の１（青葉団地市営住宅）／申請建築物概要…
用途＝共同住宅、構造規模＝鉄筋コンクリート造 10
階建、申請部分の延べ面積＝約 7,434㎡

建築審査会を開催しますどなたでも
傍聴できます

▽一般傍聴　定員＝５人／受付場所＝市役所４階第１
会議室／受付時間＝当日の午後２時半～２時 50 分
※定員を超えた場合は、抽選により決定します。
▽傍聴の注意事項
静粛に傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を
表明しないこと／写真撮影、録画、録音等を行わない
こと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りで
はありません／その他、会議の支障となる行動をしな
いこと
■問い合わせ先　建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

【後期高齢者医療被保険者証の一斉更新について】
　８月１日から有効の新しい被保険者証は、７月下旬
に郵送しましたが、まだ届いていない場合は国保年金
課までお問い合わせください。
　また、有効期限が切れた被保険者証は、国保年金課
または岩木・相馬総合支所民生課窓口に返還するか、
裁断の上、確実に破棄してください（郵送による返還
もできます）。
　平成 26 年中の所得状況などにより、８月１日から

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ不明な点は
問い合わせを

医療機関窓口での負担割合が変わる場合があります。
　他の市町村へ転出する場合は、現在お持ちの被保険
者証をすみやかに国保年金課または岩木・相馬総合支
所民生課窓口に返還してください（新しい被保険者証
は転出先の市町村から交付されます）。
　その他ご不明な点はお問い合わせください。
■問い合わせ先　国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）、青森県後期高齢者医療広域連合（☎青
森 017・721・3821）

　ねたきりの高齢者や障がい者を自宅で介護している
世帯に、紙おむつを支給します。
▽対象世帯　自宅で①～③のいずれかに該当するねた
きりの人を介護している、市民税非課税の世帯（生活
保護世帯は除く）
①満 65 歳以上で要介護度４・５相当のねたきりの人
②身体障害者手帳１級・２級の交付を受けているねた
きりの人
③療育（愛護）手帳Ａの交付を受けているねたきりの

人
▽支給内容　フラットタイプ（200 枚）、テープタイ
プ（100 枚）、尿とりパッド（240 枚）から１種類
を選択してもらい、４月・７月・10 月・１月の３カ
月おきに自宅へ配達します。
▽申請方法　申請者（家族）の印鑑を持参し、介護福
祉課（市役所２階）で手続きを。
■問い合わせ・申請先　介護福祉課高齢福祉係（☎
40・7114）

ねたきり高齢者等への紙おむつ支給事業対象世帯の人は
申請を
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　政務活動費は、地方自治法に基づき、議員の調査研
究その他の活動に資するために必要な経費の一部とし
て交付されるものです。
　このたび、政務活動費の手引き素案を作成しました
ので、市民の皆さんから意見や提案を募集するため、
パブリックコメント（意見公募手続き）を実施します。
▽募集期間 　８月 15 日～９月３日（必着）
▽政務活動費の手引き素案の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧（土・日曜日を除く）
議会事務局（市役所４階）、市民課総合窓口（市役所
１階）、岩木総合支所総務課（賀田１丁目）、相馬総合
支所民生課（五所字野沢）、総合行政窓口（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市内に事務所ま
たは事業所を有する個人および法人その他の団体／③
市内の事務所または事業所に勤務する人／④市内の学
校に在学する人／⑤当市に対して納税義務を有する人
または寄付を行う人／⑥弘前市議会政務活動費手引き
素案に利害関係を有する人
▽提出方法　所定の用紙または任意の様式に、住所、

氏名（法人等の場合は名称および代表者氏名）、在住・
在学等の区分（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、「政務活動費の手引き素案
への意見」など）を必ず明記し、次のいずれかの方法
で提出してください。
①郵送…〒 036・8551、上白銀町１の１、議会事務
局あて
②議会事務局へ直接持参
③ファクス…35・3005
④Ｅメール…gikai@city.hirosaki.lg.jp
⑤「わたしのアイデアポスト」へ投函…市民課総合窓
口、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、総合
行政窓口、市民課城東分室、各出張所に設置していま
す。
※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、条例案策
定の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所を除き、
対応状況を市の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　議会事務局（☎ 35・1121）

意見や提案をお
寄せください

弘前市議会政務活動費の交付に関する
パブリックコメントを実施

廃棄物減量等推進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、ごみの減量化や資源化およびごみの適正排
出について審議する「廃棄物減量等推進審議会」の委
員を募集します。
▽応募資格　市内に在住する 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　４人程度
▽募集期限　９月 25 日（当日消印有効）
▽任期　委嘱した日から２年間
▽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メールで提出してください。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・

電話番号・メールアドレス
②「ごみ減量化や資源化の推進について」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、環境管理課環境事業所（町
田字筒井）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、選任された人は委員名簿に登載され、市ホームペー
ジなどで公開されます。
■問い合わせ・提出先　環境管理課環境事業所資源循
環係（〒 036・8314、町田字筒井６の２、弘前地区
環境整備センター管理棟２階、☎ 35・1130、Ｅメー
ル kankyou@city.hirosaki.lg.jp）

弘前市市民課窓口業務等業務委託に関するプレゼ
ンテーションを公開します

　市民課では、来年４月１日から、窓口業務の一部を
民間事業者に外部委託します。その事業者選定のため
のプレゼンテーションおよび質疑応答を一般公開します。

▽とき　８月 21 日（金）、午後１時～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室１
■問い合わせ先　市民課（☎ 35・1113）

一般観覧でき
ます

 

幸幸幸 ひろさきマイレージ制度ひろさきマイレージ制度ひろさきマイレージ制度健健健
健幸ひろさきマイレージ制度とは？

　がん検診などを受診したり、健康に関する教室やイ
ベントに参加したりすることによってポイントを獲得
し、応募することで、抽選により「たか丸賞（健康ま
たはくらしに関する景品）」がもらえます。
　

　

　今年から対象年齢が変わり、市内に在住する 20 歳
以上の人であれば誰でも応募が可能となりました。
　さらに、領収証や健診結果の添付が必須ではなくな
り、自分でマイレージシートへ記入ができるようにし、
より参加しやすい制度となりました。
▽応募方法など
★応募条件　市内に住所を有し、平成 28 年 3 月 31

日の時点で 20 歳以上であること　　　　　　
★ポイント獲得期間　通年（ただし、応募した日から
さかのぼって１年間に限ります）
※応募は 1 人につき１回まで。
★応募締め切り　毎年１月 31 日（消印有効）
★応募方法　必要事項を記入したマイレージシートを
付属の封筒に入れて郵送（切手不要）するか、弘前市
保健センター（野田２丁目）に持参または、応募箱（市
役所市民課総合窓口・ヒロロ３階健康広場窓口に設置）
に投函（とうかん）を。
※健診受診日や受診機関・氏名・生年月日・住所・た
か丸賞の希望コースなど、記入漏れがないよう確認を。
★マイレージシート配布場所
弘前市保健センター、市役所市民課総合窓口、岩木・
相馬総合支所、各出張所、地区公民館、弘前図書館、
弘前文化センター、総合学習センター、ヒロロ３階健
康広場窓口、検診実施医療機関　
■問い合わせ先　健康づくり推進課（弘前市保健セン
ター内、☎ 37・3750）

ふとん掃除機 自動血圧計

昨年度のたか丸賞の
景品の一例だよ。
みんなで参加して景
を当てよう！

二次募集を
開始します

　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。
　二次募集の受け付けを８月 17 日から開始しますの
で、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 12 月４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　８月 17 日～９月 15 日、午前８時半～
午後５時（土・日曜日を除く）
▽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
ジからダウンロードできます。
▽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
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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、樹木
の枝・葉に白い糸を巻き付けて巣網を作り、
集団で巣網内の葉を食べ尽くした後、付近
一帯に分散し、広く被害を及ぼします。
　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６月～７月ごろと８月～９月ごろの年２回です。
▽駆除・対策　葉にクモの巣のような巣網を発見した
ら、巣網ごと切り落として、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有効ですが、寄生予防のための
薬剤で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注意して
ください。
　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、市では町会を対象とした噴霧機
の貸し出しを行っています。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。
※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。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

スズメバチにご注意ください

　スズメバチは、刺されると死亡事故に
もつながる危険なハチで、８月から９月に
かけて活動が活発になります。巣は球状で
しま模様があり、出入り口は１カ所しかありませんの
で、発見した場合は近寄らないようにしましょう。
　もし刺された場合は、傷口をきれいな水でよく洗い、
できるだけ早く病院で治療を受けましょう。
　個人の建物や敷地内に作られた巣の駆除は、市では
行っていませんので、造園・害虫駆除業者、便利屋な
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）

第 10 回あおもり環境まんが展作品募集

　青森編集会議では、自然豊かな青森県から、「まんが」
を通じて文化情報を発信するため作品を募集していま
す。募集は今年で最後となりますので、ぜひご応募く
ださい。
▽テーマ　「未来へ」
▽募集期限　９月 10 日（当日消印有効）
※ 応 募 方 法 な ど 詳 細 は ホ ー ム ペ ー ジ（http://
aomori-ec.jp） を ご 覧 に な る か、
お問い合わせください。
■問い合わせ先　青森編集会議（☎
青森 017・782・1261）

 やめよう！不法投棄
　わたしたちの家庭から出るご
みのうち、家電リサイクル法対
象品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機、エアコン）
のほかに、タイヤ、バッテリー、
消火器などは市で収集しないた
め、販売店に引き取ってもらう

などの適正な処理をお願いしています。
　しかし、これらにはリサイクル料金や処理料金が掛
かるため、人目につかない山林や空き地、ごみ集積所
などに捨てる人がいます。また、缶、びんから自転車、
家具に至る、市で収集しているごみも不法に捨てられ
ていることがあります。不法投棄されたごみにより、
自然環境や景観が悪くなります。また、元に戻すため

自然環境を守り、良好な景観を維持していくために
には多くの労力と費用を要します。不法投棄は犯罪で
す。絶対にやめてください。

野焼きはやめましょう
　家庭や事業所から出たごみを、ドラム缶に入れて焼
却したり、空き地や河川敷などで焼却したりする「野
焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で
禁止されています。
　野焼きは、悪臭や煙による近隣トラブルにつながる
ほか、ダイオキシン類などの有害物質を発生させるな
ど、健康への影響が心配されます。
　例外として、農業を営むためにやむを得ないものと
して行う焼却は法律上認められていますが、周辺住民
などからの苦情が出ないように少量の焼却を心掛け、
煙やにおいには注意を払ってください。

　重い罰則が科せられます！
不法投棄や野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、５年以下の懲役もしくは 1,000 万円
以下の罰金（法人は３億円）または併科の重い罰則が設けられています。

■問い合わせ先　環境管理課環境事業所（町田字筒井、☎ 35・1130、32・1952）

　この制度は、ごみの減量やリサイクルの推進、省エ
ネルギーなど、環境にやさしい活動を行っている店舗
や事務所（会社）をエコストア・エコオフィスとして
認定し、その取り組みを応援していこうというもので

環境ニュース環境ニュース

１ 弘前事務機器商会
２ パワーデポ弘前店
３ ドコモショップ弘前城東店
４ ドコモショップ弘前安原店
５ マックスバリュ安原店
６ ユニバース堅田店
７ ユニバース南大町店
８ ユニバース城東店
９ 生協コープあおもり和徳店
10 マックスバリュ樋の口店
11 マックスバリュ岩木店
12 ヤマト運輸弘前白銀センター
13 ヤマト運輸弘前城東センター
14 ヤマト運輸弘前城南センター
15 さとちょう浜の町店
16 Uマート桔梗野店
17 Uマート弘大前店

１ S.K.K.情報ビジネス専門学校
２ 南建設
３ 伸和産業
４ セントラル技研
５ 東北電力弘前営業所
６ 装美舎
７ 弘前事務機器商会

８ リコージャパン東北営業本部
青森支社弘前営業所

９ ビジネスサービス弘前支店
10 ゴールドパック青森工場
11 弘前航空電子
12 丸勘建設
13 東栄土木工業

14 タムロン生産本部弘前工場
15 設備技研オサナイ
16 小山田建設
17 エルシィホーム

18
キヤノンプレシジョン本社・
北和徳事業所

19 キヤノンプレシジョン北和徳第二事業所
20 弘前水道

21 オリンパスメディカルサイエンス販売弘前営業所
22 北星交通
23 キタコン
24 三光化成弘前工場

※表は平成 27年 7月末現在のものです（登録順）。
※６年間継続して認定を受けているエコストア・エコオフィスを「優良認定事業所」としています。

エコストア優良認定事業所

１ auショップ弘前西
２ ドコモショップ弘前駅前店
３ 小山内バッテリー社弘前店
４ ユニバース松原店
５ 生協コープあおもり西弘店
６ 生協コープあおもり松原店

エコオフィス優良認定事業所

25 ニッカウヰスキー弘前工場

26 特別養護老人ホームおうよう園

27 青森銀行弘前支店ほか 12店舗
28 特別養護老人ホーム白寿園
29 デイサービスセンター白寿園
30 生活支援ハウス白寿の園
31 豊産管理弘前営業所

32 アペックス弘前サービスセンター
33 音羽電機工業弘前工場
34 東管サービス
35 大成コンサル
36 日本パルスモーター岩木工場

１ 障害者支援施設千年園
2 北村技術
3 弘前農園
4 共立設備工業
5 共立寝具神田工場
6 弘前ドライクリーニング工場
7 田中工務店

エコストア・エコオフィス認定制度
す（市が認定している店舗や事務所は下表のとおり）。
　あなたの店舗や事務所もエコストア・エコオフィス
になってみませんか。申請手数料などは一切掛かりま
せんので、ぜひ申請を。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

8 東奥信用金庫本店 ほか 12店
舗

9 富士建設
10 東北クリーン

11 みちのく銀行弘前営業部 ほか 11店舗

12 介護老人保健施設平成の家
13 マル長
14 猪股建設
15 東邦設備工業所
16 ＯＫリフォーム對馬
17 日本ホーム

エコオフィス認定事業所

エコストア認定事業所

　市では、一部の地域（合流区域）を除いて、汚水と雨水を分けて処理する分流式となっています。
　公共下水道汚水管へ流せるものは、トイレや台所等の汚水のみで、雨どい等からの雨水については流すことがで
きません。雨どいが汚水管に誤接続されていませんか。雨どいが埋まっている場合などは、誤接続が考えられます。
誤接続をしてしまうと、下水の処理費用増加により下水道使用料の負担増加につながる場合があります。
　雨水が汚水管に流れていないか確認しましょう。確認方法や改善方法が分からない人は、上下水道部営業課まで
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）

下水道管に雨水は流さないで…

誤接続正しい接続〇 　×
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　   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

半～午後 4 時
▽イベント内容
○モデルテント・タープ展示（オー
トキャンプ場）…午前 9 時半～午
後 4 時
▽参加料　無料
○ダッチオーブン体験（オートキャ
ンプ場）…午前 10 時～午後 2 時
▽内容　ダッチオーブンを使った野
外料理を作ります
▽定員　おおむね 4 ～ 5 人位のグ
ループ、親子＝ 10 組程度（先着順）
▽参加料　1 組 3,500 円
※事前の申し込みが必要。
○動物ふれあいコーナー（動物広場
内ふれあい館）…午前 10 時～正午
▽対象　子ども＝ 60 人（先着順）
▽参加料　無料
○動物のエサやり体験（動物広場入
口）…午後 1 時半～
　カプセルに入ったエサをプレゼン
トします
▽対象　子ども＝ 50 人（先着順）
▽参加料　無料
○ビンゴ大会（ピクニック広場）…
午後 2 時半～
▽景品　キャンプ用品、おもちゃ、
お菓子など
▽参加料　300 円
○露店コーナー（ハイランドハウス
前）…午前 9 時半～午後 4 時
▽内容　軽食、飲み物、射的など
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
■問 弥 生 い こ い の 広 場（ ☎ 96・

2117）
※動物広場内の催しは入場料が必要
です。

弘前図書館の催し

◎ヨンちゃんのおたのしみおはなし
会
▽とき　８月 22 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　市国際交流員の崔永先

（チェ・ヨンソン）さんによる韓国
のお化けのお話
▽対象　おおむね４歳～小学校中学
年の幼児・児童
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（32・3794）

岩木山「星と遊ぼう」

～合併 10 周年記念事業・岩木ス
カイライン開通 50 周年事業～
　星空の下で音楽や軽食を楽しみま
せんか。　
▽とき　８月 30 日（日）、午後５
時～８時（雨天中止）
▽ところ　 A 会場＝岩木スカイラ
イン８合目駐車場（百沢字東岩木山）
／ B 会場＝相馬ロマントピア天文
台（水木在家字桜井）ほか
▽内容  A 会場＝ AOMORI 花嵐桜
組のステージ、軽食の露店・ビール
などの販売／ B 会場＝天文台で星
座の解説

りんごもぎ取り体験

　りんご公園（清水富田字寺沢）で
は、８月１日からりんごのもぎ取り
体験が始まっています。時期によっ
て収穫可能な品種が異なりますの
で、何度もりんご公園に足を運んで、
品種ごとに違うりんごのおいしさを
ぜひ味わってみてください。
▽体験時期　11 月中旬まで
▽料金　200 円／㎏
※１人最大２㎏までもぎ取り可（も
ぎ取りを制限する場合もあります）。
■問りんご公園（☎ 36・7439）

弥生いこいの広場の催し

【動物広場イベント】
　エサをあげたり、獣舎の中を見た
りして、動物のことをもっと知ろ
う！
▽とき　8 月 23 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。

【Autumn フェス 2015】
　動物ふれあいコーナーやビンゴ大
会、モデルテント・タープ展示など
イベントを開催します！
▽とき　9 月 6 日（日）、午前 9 時

▽参加料　無料（A 会場はスカイ
ライン通行料が必要）
■問岩木山観光協会（☎ 83・3000）
／星と森のロマントピアそうま（☎
84・2288）

青森県産業技術センター
りんご研究所参観デー
▽とき　９月１日・２日の午前９時
～午後４時（２日は午後３時まで）
▽ところ　りんご研究所（黒石市牡
丹平）
▽内容　研究成果の資料展示・試験
ほ場の公開・相談コーナー、りんご
講演会、りんごの試食販売など
※りんご講演会は１日の午前 10 時
～ 11 時半、りんご試食販売は１日
の午後１時～２時と２日の午前 10
時～ 11 時（なくなり次第終了）。
１日はミスりんごが来ます。
■問りんご研究所（☎ 52・2331）

『りんごの１年物語』最終章

　りんごの花摘みから収穫まで一連
の農作業を体験してもらう企画の最
終章「りんごもぎ」です。参加者に
は、りんごをプレゼントします。
▽とき　９月６日（日）、午前９時
～ 11 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　軍手、雨具、作業のしや
すい服装
■問 ９月５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。

第 32 回レッツウォーク
お山参詣参加者募集
　お山参詣は、昔から受け継がれて
きた、五穀豊穣（ほうじょう）・家
内安全を岩木山に祈願する集団登拝
行事です。
　レッツウォークお山参詣は、昭和
59 年１月に重要無形民俗文化財の
指定を受けたことを契機に、一般の

人が気軽に伝統行事に参加できるよ
うにした「体験型ツアー」です。
▽とき　９月 12 日（土）
▽日程　受付…午前７時半（岩木文
化センターあそべーる〈賀田１丁目〉
玄関）／行列出発…午前８時半／解
散…午後３時ころ（天候により日程
を変更することがあります）
▽定員　300 人（先着順）
▽参加料　2,000 円
▽その他　服装は上下とも白系統／
約６㎞の歩行になるので、運動靴な
ど歩きやすい履き物で参加を。
■問８月 25 日までに、レッツウォー
クお山参詣実行委員会事務局（百
沢字裾野、岩木山観光協会内、☎
83・3000、■Ｆ 83・3001）へ。

ヒロロスクエアコミュニ
ケーションゾーンの催し

【映画「何を怖れる～フェミニズム
を生きた女たち」上映会＆松井監督
と出演者上野千鶴子さんのシネマ
トーク】
▽とき　９月 13 日（日）、①上映
会（午前の部）＝午前 10 時～ 11
時 50 分／②シネマトーク＝午後１
時～２時半／③上映会（午後の部）
＝午後２時 40 分～４時半
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　フェミニストとして生きて
きた女性たちのドキュメンタリー映
画上映／松井久子監督と出演した上
野千鶴子さんによる講演
▽参加料　無料
※①～③の各入場整理券を、当日の
午前９時半から、市民文化交流館
ホール前で配布します。
■問 青森県男女共同参画研究所（田
中 さ ん、 ☎ 携 帯 090・2606・
7018）

若手人材の定着セミナー

　早期退職は企業にとっても若者に
とっても損。若者が辞めない企業を
実現する工夫を学びます。

▽とき　９月４日（金）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　ホテルニューキャッスル

（上鞘師町）「松の間」
▽対象　企業経営者、人事担当者、
育成担当者＝ 30 人（先着順）
▽参加料　無料
■問９月１日までに、電話で、プラッ
トフォームあおもり（☎青森 017・
763・5522）へ。

子育て女性の
再就職支援セミナー
　出産や育児のために退職した女性
の職場復帰を応援するための講座で
す。なお、受講中はヒロロスクエア

（駅前町）内の託児室を利用できま
す。
◎パソコン基礎講座
▽とき　９月２日・４
日・７日の午前 10 時
半～午後４時半
▽ところ　パソコンス
クール JOY（駅前３
丁目）
◎ビジネスマナー講座
▽とき　９月９日の午前
10 時半～午後４時半、
11 日の午前 10 時半～
午後 0 時半
▽ところ　ヒロロ３階多
世代交流室１
◎メイクアップ講座
▽とき　９月 10 日の午
前 10 時半～午後 0 時半
▽ところ　ヒロロ３階多世代交流室
１
～共通事項～
▽対象　子育て中の女性＝ 20 人

（先着順）
▽受講料　無料
▽託児　受講者 1 人につき、1 人（０
歳２か月～就学前）まで無料
※申込書は弘前就労支援センター

（駅前町、ヒロロ３階）のほか、ハロー
ワーク弘前（南富田町）、市役所な
どにも備え付けています。
■問８月 25 日までに、弘前就労支援
センター（☎ 55・0115、■Ｆ 55・
0125〈土・日曜日、祝日を除く午
前９時～午後５時〉）へ。

　江戸時代を中心とした弘前の歴史や文化を、博物館を探検しながら学びます。
▽開催期間　９月５日～ 27 日（24 日は休み）の午前９時半～午後４時半
▽内容　縄文土器・江戸時代の具足の展示／３Ｄプリンターを使って製作した猪形土製
品を触れるコーナー／高精度スキャナーで拡大した「津軽弘前城之絵図」の上を実際に
歩いて昔の弘前を体感できるコーナー
▽観覧料　一般＝280（210）円／高校・大学生＝140（100）円／小・中学生＝80（40）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。
■問い合わせ先　市立博物館（☎ 35・0700）

 教室・講座
 

 イベント

「こども～探検・発見～博物館」
市立博物館

企画展３

▲拡大した「津軽弘前城之絵図
（上図は一部）」　を歩きます
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ス、キーボードのいずれかの楽器を
持っている 18 歳以上の市民
▽受講料　無料
▽持ち物　楽器
■問 8 月 31 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。

弘前大学大学院医学研究科
公開講座
▽とき　９月４日（金）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　弘前大学医学部コミュニ
ケーションセンター（本町）
▽内容　講演「メンタルヘルス総
論」、「子どものメンタルヘルス」、「大
人のメンタルヘルス」
▽対象　市民
▽入場料　無料
■問８月 31 日までに、電話かファク
スまたは郵送（郵便番号、住所、氏
名〈ふりがな〉、電話番号を記入）で、
弘前大学大学院医学研究科総務グ
ループ総務担当（〒 036・8562、
在 府 町 ５、 ☎ 33・5111〈 内 線
6783〉、■Ｆ 39・5205）へ。

技能講習会のお知らせ

【ガス溶接技能講習】
▽とき　９月４日・５日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前

（豊田１丁目）／実技＝新栄工業（神
田１丁目）
▽受講料　4,000 円（別途テキス
ト代 864 円が必要）
▽申込期間　８月 17 日～ 24 日

【玉掛け技能講習】
▽とき　９月 16 日～ 19 日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前

（豊田１丁目）／実技＝枡形運送ト
ラック駐車場（小比内字福田萢）
▽受講料　１万円（別途テキスト代
1,645 円が必要）
※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
▽申込期間　８月 26 日～９月２日
～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、ハローワークに登録して求
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　各 5 人（先着順）
▽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）

青森県高次脳機能障害者
リハビリテーション講習会
▽とき　９月５日（土）、午後２時
～４時半（受け付けは午後１時～）
▽ところ　アピオあおもり（青森市
中央３丁目）２階イベントホール
▽内容　講演　「高次脳機能障害の
評価と治療」…講師・前島伸一郎さ
ん（藤田保健衛生大学医学部教授）
／医療福祉相談
▽対象　高次脳機能障害を抱える人
とその家族、一般市民＝ 200 人
▽入場料　無料
■問８月 21 日までに、電話かファク
スまたは E メール（住所・氏名・電
話番号を記入）で、青森県高次脳機
能障害者リハビリテーション講習会
実行委員会事務局（弘前脳卒中・リ
ハビリテーションセンター内、奈良
さん、☎ 28・8220、■Ｆ 27・9013、
■Ｅ info@reimeikyou.jp）へ。

布ぞうり作り体験教室

　家庭にある使い古しのタオルや手
ぬぐいを使って布ぞうりを作りま
す。
▽とき　９月 12 日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　中学生以上＝ 20 人（初め
ての人を優先）
▽参加料　無料

ヒロロ
アンチエイジング講座

【若返り体操編】
　１シリーズ５回で、手軽にできる
体操を行います。
▽とき　８月 28 日、９月 18 日、
10 月９日・30 日、11 月 20 日の
午前 10 時～正午（受け付けは午前
９時半～）
▽講師　三浦和子さん（高齢者体力
つくり支援士）
▽対象　65 歳以上の市民＝ 50 人

（先着順）
▽持ち物　飲み物、タオル、動きや
すい服装
▽申込期間　８月 20 日～ 27 日

【健康づくり講話編】
▽とき　９月９日、午後２時～３時

（受け付けは午後１時半～）
▽テーマ　「脳卒中の予防～血圧の
お話～」
▽講師　沢田美彦さん（沢田内科医
院長）
▽対象　市民＝ 50 人
▽申込期間　８月 20 日～９月８日
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽参加料　無料
■問各申込期間中に、電話で、弘前市
保健センター（☎ 37・3750）へ。

スウィングしてみよう
JAZZ 初級講座
　むかし楽器を楽しんだ人、これ
から楽器を楽しんでみたい人を対
象に、ひと味ちがうビックバンド
JAZZ 初級講座を開催します。この
機会に JAZZ の手ほどきを受けて
一緒にスウィングしてみませんか。
▽とき　９月３日・10 日・24 日、
10 月１日の午後７時～ 9 時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　JAZZ ミニコンサート、
JAZZ 歴史講座、コードや進行・譜
面講座、演奏練習、パート練習、セッ
ション
▽ 講 師　Hasegawaken Swing 
Hat Jazz Orchestra の皆さん
▽対象　トランペット、トロンボー
ン、サックス、フルート、ギター、ベー
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▽持ち物　タオル４枚（およそ 35
㎝× 80㎝の大きさ）・手ぬぐい２
枚（どちらも使い古しのもの）、昼食、
作業しやすく汚れてもいい服装
■問 ８月 18 日から、弘前地区環境
整備センタープラザ棟（☎ 36・
3388、午前９時～午後４時、月曜
日は休館日）へ。

「点字」初心者講習会

▽とき　９月８日～平成 28 年３
月 29 日の毎週火曜日、午前の部＝
10 時～正午、午後の部＝１時～３
時
▽ところ　身体障害者福祉センター

（八幡町１丁目）
▽対象　点字に興味がある人＝ 10
人程度
▽受講料　無料（別途テキスト代
1,080 円が必要）
■問９月１日までに、身体障害者福祉
センター（☎ 36・4521）へ。

市立博物館の館長講話

【第３回館長の楽しい歴史講座】
▽とき　９月 13 日（日）、午後２
時～３時ころ（雨天決行）
▽集合　市立博物館（下白銀町）ホー
ル
▽テーマ　「弘前城石垣修理工事～
天守曳屋～」
▽定員　100 人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽その他　博物館から本丸まで移動
するため、歩きやすい履き物で参加
ください。
▽申し込み方法　９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）

市民ボランティアによる
パソコン講座

【デジタルカメラ画像入門講座】
▽とき　９月 17 日・24 日の午前
10 時～午後２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　デジタルカメラで撮影した
画像の取り込み、保存整理の仕方、
活用方法など
▽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（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、デジタルカメ
ラのメモリーカード、カードリー
ダー、昼食
▽受け付け開始　８月 23 日、午前
８時半から（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）

東北女子大学公開講座

▽とき　９月 19 日（土）
　　　　午前 10 時半～ 11 時半
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「気分爽快！リズムでワク
ワク～心も体もリフレッシュ～」
▽対象　おおむね 50 歳以上の人＝
30 人
▽受講料　無料
※運動のできる服装でお越しを。
■問 東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

くらしの消費者講座

　「あなたも出来る応急手当」をテー
マに、応急手当や 119 番への通報
の仕方、AED を使った救急蘇生法
に関する知識や技術を分かりやすく
説明します。
▽とき　８月 28 日（金）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽講師　東消防署職員
▽対象　市内に在住・通勤・通学す
る人＝ 20 人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　無料
■問 市 民 生 活 セ ン タ ー（ ☎ 34・
3179）

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　８月 29 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　「おかえり！～罪を犯し
た人の社会復帰のお手伝いや犯罪・
非行防止活動のお話～」
▽ゲスト　竹鼻政嘉さん（弘前地区
保護司会）
▽参加料　無料
※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）

 その他
  

 

「梅沢富美男ひと味つがる !?　弘前・津軽おすすめイチバンの旅」
弘前圏域定住自立圏観光推進協議会特別事業

　弘前圏域定住自立圏観光推進協議会（弘前市・黒石市・平川市・板柳町・藤崎町・大鰐町・田舎
館村・西目屋村）では、圏域への効果的な誘客促進を図るための観光プロモーションとして、梅沢
富美男さんが８市町村を旅し、観光・食・文化など各地域の魅力を紹介する全国放送の旅番組「梅
沢富美男ひと味つがる !?　弘前・津軽おすすめイチバンの旅」を制作しました。ぜひご覧ください。
○放送日　８月 22 日（土）、午後４時～４時 55 分
○放送局　ＢＳ日テレ
■問い合わせ先　国際広域観光課（☎ 40・7017）

テレビ番組放
送の

お知らせ
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 観光ボランティアガイドの会
会員募集
　弘前観光ボランティアガイドの会
では、ボランティアガイド活動に協
力いただける人を募集しています。
まずは、会員と一緒に弘前公園のガ
イド体験をしてみませんか。
▽とき ８月 29 日・30 日、午前
10 時～ 11 時半
▽集合　市立観光館（下白銀町）１
階インフォメーション前（開始 10
分前までにお越しを）
▽対象　「津軽ひろさき検定」初級
試験合格者
▽参加料　１日 310 円
※事前の予約は不要。
■問弘前観光ボランティアガイドの会

（弘前観光コンベンション協会内、
☎ 35・3131）

労働相談会

　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
するための無料相談会です。
▽とき　９月１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
※事前に予約できます。
■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

　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　９月２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）

放送大学 10 月生募集

　テレビなどの放送やインターネッ
トを利用して授業を行う放送大学で
は、現在、平成 27 年度第２学期（10
月入学）の学生を募集しています。
▽出願期限　９月 20 日（必着）
※募集要項は無料で配布します。
■問 放 送 大 学 青 森 学 習 セ ン タ ー

（〒 036・8561、文京町３、コラ
ボ弘大７階、☎ 38・0500）
※ ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
ouj.ac.jp）からも資料請求・出願
ができます。

自衛官募集

【自衛官候補生】
▽資格　18 歳以上 27 歳未満の人
▽試験日　男性＝９月 16 日・17
日／女性＝９月 28 日

【一般曹候補生】
▽資格　18 歳以上 27 歳未満の人
▽試験日　９月 19 日

【航空学生】
▽資格　高卒（見込みを含む）以上
21 歳未満の人
▽試験日　９月 23 日
～共通事項～
▽受付期間　９月８日まで
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎ 27・3871）

泉野フリーマーケット
出店者募集
　日用品や雑貨、衣類などの不用品
販売です。
▽とき　９月 27 日（日）　　　
　　　　午前 10 時～午後３時

海上保安大学校学生募集

▽受験資格　平成 27 年４月１日現
在、高等学校などを卒業した日の翌
日から起算して２年を経過していな
い人および平成 28 年３月までに高
等学校を卒業する見込みの人
▽受付期間　８月 27 日～ 31 日（イ
ンターネットでの受け付けは９月７
日まで）
▽試験日・合格者発表日　第１次試
験＝ 10 月 31 日、11 月１日／合
格者発表日＝ 12 月 11 日、第２次
試験＝ 12 月 18 日／合格者発表日
＝平成 28 年１月 21 日
■問 青森海上保安部管理課（☎青森
017・734・2423、 ■Ｈ http://
www.kaiho.mlit.go.jp/ope/
saiyou/bosyu.html）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん（医
学博士）のボランティアによる無料
健康相談を開催します。からだのこ
となどで気になる人はご相談くださ
い。
▽とき　８月 29 日、９月５日の午
後１時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康広場相談室
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎ 35・0157）

※雨天時は施設内で開催。
▽ところ　泉野多目的コミュニティ
施設（泉野３丁目）多目的広場
▽出店資格　18 歳以上（高校生を
除く）で販売商品に対して責任を持
てる人
▽定員　30 組（先着順）
▽参加料　１組１コマ（3.5m ×
3.5m) ＝ 1,000 円
※シート、テーブル、テントなどは
出店者で準備を。食料品、化粧品、
医薬品、海賊品、コピー品、生き物
などは販売できません。
▽申し込み方法　９月 10 日の午後
５時までに、電話か E メールまた
は直接来館の上、申し込みを。  
■問泉野多目的コミュニティ施設（☎
88・2789、■Ｅ izumino@jomon.
ne.jp）

納税通知書等送付用窓付封筒
に掲載する有料広告募集
　市では、市・県民税、軽自動車税
および固定資産税・都市計画税の納
税通知書等送付用の窓付封筒に掲載
する有料広告を募集しています。掲
載できる広告は、市税などの納税通
知書等を郵送する性格上、いくつか
の条件がありますので、市ホーム
ページでご確認ください。
▽印刷予定枚数　約 22 万 1,000
枚
▽掲載規格など　縦 60㎜×横 105
㎜、２枠
▽掲載料　１枠当たり年間 16 万円
▽申込期限　９月 30 日
■問市民税課（☎ 35・1117）

「県民グランプリ」募集

　青森県社会奉仕振興会は、心身と
もに健康で明るく生き生きと暮らし
ている健康家族を推進し、住みよい
地域社会の実現を目指しています。
その実現のため、各地域で地道に暮
らしている人たちにスポットをあ
て、人生の目標となる身近な人を発
掘し、表彰します。
　広く県民に感動や勇気を与え、他
の推薦が得られる個人、家族を募集
します。
■問 ９月 30 日までに、郵送または
ファクスで、青森県社会奉仕振興会

（〒 030・0957、青森市蛍沢 4 丁

目６の 12、田澤さん、☎兼■Ｆ青森
017・743・4107）へ。

あおもり起業家グランプリ
ビジネスプランコンテスト
　独自技術や本県の地域資源を生か
した新たなビジネスプランを募集し
ます。
▽応募資格　①起業家部門…当該ビ
ジネスプランにより、県内で創業・
起業予定の人／②学生起業家部門…
大学院・大学・専門学校等の学生
▽グランプリ賞金　① 50 万円／②
10 万円
▽募集期限　① 10 月 8 日（木）／
② 10 月 26 日（月）
※詳しくは、あおもり起業家グラン
プリホームページ（http://www.
aomori-venture.com/）をご覧に
なるか、お問い合わせください。
■問青森県地域連携型起業家創出事業
実行委員会（県地域産業課内、☎青
森 017・734・9374）

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）で活動している文化グ
ループの会員を募集しています。初
心者・経験者を問わず歓迎します。

【書道愛好会】
▽活動日　第２・第４水曜日の午前
10 時～ 11 時 50 分
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　漢字・仮名の基礎的な練習
／年１回の作品展（好きな言葉や詩
語などを自由に表現）
▽講師　肥後黄娥さん
▽募集人数　若干名
▽受講料　月額 3,800 円（テキス
ト代含む）

【ひろさきユニバーサルコーラス】
▽活動日　第１・第３水曜日の午後
７時～９時
▽ところ　弘前文化センター２階大
会議室
▽内容　コーラス
▽講師　川村昇一郎さん（弘前市合
唱連盟会長）
▽募集人数　若干名
▽受講料　月額 1,500 円
■問 電話かファクスで、中央公民館

（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、

■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

弘前市中心市街地
雇用促進支援事業
　市では、中心市街地への事業所な
どの進出を促進させ、中心市街地に
おけるにぎわいの創出と経済活動の
活性化を図ることを目的に、「中心
市街地雇用促進支援事業」を実施し
ています。
▽対象者　中心市街地区域内に事業
所などを新たに設置し、その事業所
などにおいて常用労働者を新たに雇
い入れる事業者（一定の要件があり
ます）
▽補助対象経費　新たに雇い入れた
常用労働者のうち、市内に住所を有
する者に対して支払う人件費の一部
※詳しくは市のホームページをご覧
になるか、お問い合せください。
■問商工政策課商業振興係（☎ 35・
1135）

二十歳の祭典

▽とき　平成
28 年１月 10 
日（ 日 ）、 午
前 11 時～
▽ところ　市
民会館（下白
銀町）
▽内容　式典、実行委員会による成
人祭
▽対象　平成７年４月２日～平成８
年４月１日に生まれた人（市内に住
所のある対象者には、12 月上旬に
に案内はがきを郵送します）
※市ホームページに昨年の様子を掲
載していますのでご覧ください。
■問 生 涯 学 習 課（ 岩 木 庁 舎 内、 ☎
82・1641）

　相馬地区では、便利で効率的な新しい公共交通「予約型乗合タクシー」を
運行しています。相馬地区にお住まいの人に限らず、相馬地区にお越しの際
は、ぜひ予約型乗合タクシーをご利用ください。
▽運賃　150 円（相馬庁舎⇔藍内地区・沢田地区・ロマントピアは 300 円）
▽時間　路線バス相馬線に合わせて運行
▽予約方法　利用の 1 時間前までに北星交通（☎ 33・3333）へ連絡くだ
さい。
▽その他　停留所はありませ
ん。運行エリア内であれば目的
地まで送迎します。利用者登録
が無くても利用できますが、利
用の多い人は登録をおすすめし
ます。
■問都市政策課（☎ 35・1124）

相馬地区予約型乗合タクシーを
ご利用ください

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,721人　   （－144）
　 男　　  80,842人　   （－              83）
　 女　　  95,879人　   （－　61）             
・世帯数　 72,878世帯    （－            27）
平成 27年７月１日現在（推計）

ロマントピア

相馬庁舎

沢田

藍内

桜井

相馬

悪戸悪戸

乗継地点

←西目屋方面
弘前中心部→

＝路線バス
＝予約型乗合タクシー
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休日在宅当番

▽診療時間　外科・内科…午前９時
～正午／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…
午前 10 時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。

外　科
9／6 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
13 吉田クリニック（百石町）☎37・6300
20 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
21

福士病院（新里） ☎27・152522
23
27 菊池医院（富田町） ☎39・1234

内　科
9／6 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
13 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
20 今村クリニック（松原西２）☎88・3090
27 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
9／6 一戸眼科医院（富田２） ☎32・3076
20 齊藤耳鼻咽喉科医院（城

東２）
☎26・0033

歯　科
9／6 大町歯科医院（大町３） ☎31・7275
13 城西歯科クリニック（五

十石町）
☎33・6680

20 さくらデンタルクリニッ
ク（城東北３）

☎26・1188

21 三和歯科クリニック（中
野４）

☎87・7070

22 松野歯科医院（上瓦ケ町）☎37・8148
23 関歯科医院（和泉１） ☎26・2789
27 くどう歯科（茂森町） ☎31・0120

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

連絡ください。
■問 弘前大学教育学部附属特別支
援学校（富野町１の 76、☎ 36・
5011）

個人事業税の納付

　課税対象者には納税通知書を送付
しますので、納期限までに納めてく
ださい。
▽対象　個人で事業を営む人のう
ち、前年の事業による収入から必要
経費、事業主控除（年 290 万円）
などを差し引いた後に、所得のある
人
▽納期　１期＝８月／２期＝ 11 月
※ただし、税額が１万円以下の場合
の納期は、１期８月です。
▽納付方法　納税通知書を持参し、
最寄りのコンビニエンスストア、金
融機関で納付を。
※個人事業税の納付については、口
座振替が利用できます。詳しくは、
県庁ホームページ（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.
html）をご覧ください。
■問中南地域県民局県税部課税第一課

（☎ 32・1131、内線 378）

個人事業者の消費税及び
地方消費税の中間申告と納付
　個人事業者で、平成 26 年分の確
定消費税額（地方消費税額を除く）
が 48 万円を超える人は、消費税及
び地方消費税の中間申告と納税が必
要です。
　中間申告の方法は、前年実績によ
る中間申告と仮決算に基づく中間申
告があります。納付と回数は確定消
費税額に応じて異なります。また、
前年の確定消費税額が 48 万円以下
であっても、届出をすれば、自主的

に中間申告と納付をすることができ
ます。
　詳しい内容は、国税庁ホームペー
ジ（www.nta.go.jp）をご覧くだ
さい。
■問弘前税務署（☎ 32・0331）

園児・生徒の募集

【弘大附属幼稚園】
▽募集対象児　３歳児＝ 30 人
※４歳児・５歳児については、問い
合わせを。
▽資格　
①平成 24 年４月２日～ 25 年４月
１日生まれ
②保護者と同居していること
③通園に要する時間が片道１時間以
内であること（青森市からの通園は
浪岡地区のみ可）
※通園には、保護者などによる送迎
が必要です。
▽応募書類の交付・受付　
○交付＝９月 15 日～ 28 日の午前
９時～午後４時半
○受付＝９月 29 日～ 10 月８日の
午前９時～午後４時半（９月 29 日
は午後２時半～）
※土・日曜日、祝日および 10 月５
日を除く。
■問弘前大学教育学部附属幼稚園（学
園町、☎ 32・6815）

【弘大教育学部附属特別支援学校】
▽対象　知的障がいがあり、愛護手
帳を持ち、公共交通機関を利用した
通学時間がおおむね１時間以内であ
る児童生徒
▽定員　小学部第１学年＝３人／中
学部第１学年＝６人／高等部第１学
年＝８人
▽応募書類の交付・受付
○交付＝９月 25 日までの午前９時
～午後３時
○受付＝ 10 月１日～ 16 日の午前
９時～午後３時
※土・日曜日、祝日を除く。入学選
考出願前に入学相談が必要です。入
学相談は９月 11 日まで受け付けま
すので、希望する場合は、事前にご
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教室名 とき ところ 対象・定員 参加料 備考 問い合わせ・申込先

①ノルディックウオ
ーキング教室

9月１日～ 10月 27日
の毎週火曜日、午前 10
時～ 11時半

集合＝岩木川市民
ゴルフ場（清野袋
２丁目）管理棟前

市民＝10
人（先着順）

１日 200円
（傷害保険料
含む）

○９月22日を除く
○帽子、リュック、薄手の手袋
の持参を。

電話かファクス（氏名・性
別・連絡先・身長・ポール
の有無を記入）で、岩木川
市民ゴルフ場（☎兼 F36・
7855）

②弘前五中道場剣道
教室

平日の午後７時～８時
半

第五中学校（川先
２丁目）柔剣道場 小学生以上 無料  

弘前剣道連盟（大高さん、☎
090・2954・8277）

③テニス体験教室

昼の部＝9月２日～10
月 28日の毎週水曜日、
午前 10時～正午／夜
の部＝ 9月１日～ 10
月 27日の毎週火曜日、
午後７時～９時

運動公園（豊田２
丁目）庭球場

未経験者＝
各10人 無料

○昼の部＝９月23日、夜の部＝
9月 22日を除く。
○応募多数の場合は抽選で決定。

8月 24日（必着）までに、
運動公園（〒 036・8101、
豊 田 ２ 丁 目 ３、 ☎ 27・
6411）へ。※下記参照

④初心者水泳教室
9月 18日～ 10月 23
日の毎週金曜日、午後
１時～２時

河西体育センター
（石渡１丁目）

泳げない市
民＝10人

無料

○応募多数の場合は抽選で決定。

8月 31日（必着）までに、
温水プール石川（〒 036・
8123、小金崎字村元 125、
☎ 49・7081）へ。※下記
参照

⑤筋トレ、脳トレ、
水中ウオーキング教
室

９月 10日～ 10月 21
日の毎週木曜日、午前
10時半～ 11時半

一般＝ 15
人

○家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。応募多数の
場合は抽選で決定。

8月 25日（必着）までに、
河西体育センター（〒
036・8316、石渡１丁目
19の１、☎ 38・3200）へ。
※下記参照

⑥かけっこ教室
９月２日～ 10月 21日
の毎週水・金曜日、午
後４時半～５時半

小学生以上
＝20人

○９月 11日・16日・23日、
10月７日・９日を除く。
○家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。応募多数の
場合は抽選で決定。

⑦かんたんエアロビ
クス教室

９月４日～ 10月 16日
の毎週金曜日、午前 10
時～ 10時 45分 温水プール石川（小

金崎字村元）
市民＝各回
15人

１回 500円
※全６回受
講の場合は
2,500 円

○９月 18日を除く。
○室内用シューズの持参を。 温水プール石川（☎ 49・

7081）へ。⑧かんたんピラティ
ス教室

９月７日～ 10月 26日
の毎週月曜日、午前 10
時～ 10時 45分

○９月21日、10月12日を除く。
○室内用シューズの持参を。

⑨キッズバレー教室
毎週月曜日、低学年＝
午後５時～６時半／高
学年＝午後６時 45分
～８時 15分

南富田町体育セン
ター

小学生

月3,000 円

○室内用シューズの持参を。

スポネット弘前（☎ 32・
6523、 フ ァ ク ス 88・
6239）へ。

⑩膝・腰・肩にスポ
ネット !! いきいき若
返り教室

９月～ 11月の毎週木
曜日、午前 10時～ 11
時半

10人 ○送迎あり（月500円）

⑪あなたの身体が劇
的に変わる !! 美ボデ
ィ教室

９月～ 11月の毎週水
曜日、午後７時～８時

20～ 30代
の女性＝ 15
人

 

⑫レディース体験ス
ポーツ教室（ラケッ
トテニス・バドミン
トン・ソフトバレー
ボール）

９月１日～ 10月 27日
の毎週火曜日、午前 10
時～ 11時半

市民体育館（五十
石町）競技場

女性＝各種
目10人 無料

○いずれか1つの種目を選択。
○９月 22日を除く。
○室内用シューズの持参を。
○家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。応募多数の
場合は抽選で決定。

８月 25日までに、市民体
育館（〒 036・8362、五
十石町７、☎ 36・2515）へ。
※下記参照

③④⑤⑥⑫の申し込み方法…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名（⑫は希望種目）を記入の上、各申込先まで申
し込みを。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。

各種スポーツ教室
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だより “津軽”の話題満載

板柳町３rdクラフト小径2015
　今年で３回目となる野外クラフトフェア「クラフト小径」を開催します。りんごがた
わわに実った秋のアップルモールを会場に、日本全国からプロのクラフト作家が集い、
各々の作品を展示販売するイベントです。板柳の情報がつまったりんごの里の“小径”
を散策しながら、作家の皆さんとの交流を楽しんでみませんか。
　ホームページ（http://craftkomichi.wordpress.com）も随時更新中です。
▽とき　10 月３日（土）、午前 10 時～午後４時／４日（日）、午前９時～午後４時
▽ところ　中央アップルモール（板柳町板柳、板柳町役場近く）
▽入場料　無料
■問い合わせ先　クラフト小径実行委員会（☎携帯 090・3405・4672）

有 料 広 告 有 料 広 告
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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。

▲ 2.1㎞の小径に作品がずらり

８
月

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
15 日～ 20日 黒石よされ 日本三大流し踊りの一つ。「エッチャホー、エッチャホー」

の掛け声で舞い踊ります
同実行委員会（黒石商工会議所
内、☎ 52・4316）

16日 大川原の火流し 大川原の伝統行事。わら舟に火をつけて中野川を若者た
ちが進みます

黒石市商工観光課（☎52・2111、
内線 407）

17日 ふるさと元気まつり
2015

ねぷた運行・黒石よされなど、黒石の夏祭りが一堂に結集。
打ち上げ花火もあります

黒石青年会議所（☎ 52・3369）

17日 灯篭流し 平川親水公園で町民参加による供養灯篭流しが行われます 大鰐町商工会（☎ 48・2335）
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、夏まつり

のフィナーレを飾ります
藤崎町商工会（☎75・2370）

９
月
12 日・13日 黒石こみせまつり 津軽三味線やよさこいソーランの披露など、地元ならで

はのイベントが盛りだくさん
同実行委員会（黒石商工会議所
内、☎ 52・4316）

12日・13日 黒石じょんから軽トラ市 軽トラックの荷台で黒石の野菜・果物・加工品などを販売 黒石観光協会（☎ 52・3488）
19日・20日 ひろさきりんご収穫祭 りんご公園を会場に、弘前産りんごの出来秋を祝い、さ

まざまなPRイベントを行います
弘前市りんご公園まつり事業実
行委員会事務局（☎ 40・7105）

20日 カルチュアロード 2015 歩行者天国になった土手町通りで、多彩な催しや出店が
盛りだくさん

同実行委員会事務局（☎携帯
090・4314・1751）

20日 第34回暗門祭 暗門神社の伝統神事のほか、丸太切り競争など多彩なアト
ラクションを開催します

目屋観光協会（☎ 85・2800）

26日～ 28日 猿賀神社十五夜大祭 県下獅子踊大会、津軽民謡新人大会などのイベント 猿賀神社（☎ 57・2016）

10
月

３日・４日 ひらかわフェスタ 2015 地場産品の販売や児童・園児の食育活動の紹介など、地
産地消と食育を推進します

同実行委員会（平川市農林課内、
☎44・1111）

４日 第23回稲刈り体験ツアー 田んぼアート「風と共に去りぬ」の稲刈り体験ができま
す

田舎館村企画観光課（☎ 58・
2111）

９日～ 12日 津軽民謡短期大学 伝統ある津軽民謡手踊りを習得してもらうイベントです 黒石観光協会（☎ 52・3488）
11日 りんごの里板柳まるかじ

りウオーク 2015
６㎞・11㎞・24㎞の３コース！りんごもぎ取り体験もあ
ります

板柳町教育委員会生涯学習課（☎
72・1800）

16日～ 18日 津軽の食と産業まつり 津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。
野外テント村や催しも多数

同運営協議会事務局（☎ 33・
4111）

16 日～ 11 月
９日

中野もみじ山ライトアッ
プ

紅葉の景勝地「中野もみじ山」で、ムービングライトに
よる秋のライトアップを行います

黒石市商工観光課（☎ 52・
2111、内線 407）

17日・18日 全国伝統こけし工人フェ
スティバル

全国から伝統こけし工人が集まり各系統の特徴をいかし
たこけしの展示即売会を行います

津軽こけし館（☎54・8181）

■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

※「広報ひろさき」は録音版も発行しています。ご希望の人は広聴広報課までお知らせください。


