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○においが発生しないよう飼育場所
を清潔にする
○カラスが来ないよう食べ残しのエ
サは片付ける
■問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

弘前城本丸石垣の写る
古写真を探しています
　市では、弘前城本丸石垣修理の参
考とするため、幕末から大正時代に
かけて撮影された石垣の写真を探し
ています。修理のための貴重な資料
となりますので、少しでも石垣の写
り込んだ写真をお持ちの場合は、ぜ
ひ情報をお寄せください。
■問公園緑地課 (☎ 33・8739)

木造住宅耐震に関するお知らせ

【木造住宅耐震診断支援事業】
　市では、住宅の耐震化を促進する
ため、市が専門知識を有する耐震診
断員を派遣し、耐震診断を行います。
▽対象住宅　市内にある、①～④の
要件すべてに該当する住宅
①昭和 56年５月 31日以前に建築
されたもの／②一戸建ての専用住宅
または併用住宅（延べ面積の２分の
１以上を住宅の用に供し、かつその
ほかの用途に供する部分の床面積が
50㎡以下であるものに限る）で地
上階数が２以下のもの／③一般構法
（在来軸組構法）または伝統的構法
によって建築された木造住宅である
こと／④現在、居住している住宅で
あること
▽対象者　対象住宅の所有者
▽診断費用　申込者負担として、１
戸あたり 8,000 円（延べ面積が
200㎡以下の場合）
※ 200㎡を超える場合は 400㎡を

ブランデュー弘前ＦＣ
サポーターズクラブ会員募集
　弘前からＪリーグを目指すサッ
カーチーム「ブランデュー弘前ＦＣ」
では、サポーターズクラブの会員を
募集しています。
　特典満載のサポーターズクラブに
入会して、ブランデュー弘前ＦＣを
熱く応援しましょう。
▽カテゴリーと年会費　レギュラー
＝ 3,000 円／Ｕ -18（18 歳以下
対象）＝ 1,000 円／プレミアム＝
3万円
▽会員特典　会員証発行／オリジナ
ルグッズの進呈／会員限定マガジン
の無料送付／ホームゲーム来場数に
応じてレアグッズを進呈／サポート
ショップでの優待など
▽申し込み方法　ブランデュー弘前
ＦＣ公式ホームページから申し込み
を。
■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、■Ｈ http://www.blancdieu-
hirosaki.com/supporter_top.
php）

ペットは責任を持って
管理しましょう
　最近、ペットの管理に対する苦情
や相談が多く寄せられています。
　ペットを飼育している人は、次の
ことを守り、適正に管理するようお
願いします。
○フンは必ず持ち帰る
○他人の庭や建物を汚させない
○庭木や鉢植え、車などを傷付けさ
せない
○放し飼いは絶対にしない
○無駄吠えをさせない

上限に、申込者負担の増額で対応し
ます。
▽募集戸数　９戸（先着順）
【木造住宅耐震改修促進事業補助金】
　市では、住宅の耐震化を促進する
ため、耐震改修工事に要する経費の
一部を補助します。
▽対象住宅　上記の木造住宅耐震診
断支援事業の対象住宅①～③に該当
する住宅で、市内にある、次の❶お
よび❷に該当するする住宅
❶耐震診断により倒壊する可能性が
あると診断されたもの（過去に耐震
診断を行った住宅を含む）／❷耐震
診断以降、増改築されていないもの
▽対象者　次の①および②の要件す
べてに該当する者
①市内に住宅を所有し、かつ、当該
住宅に現に居住する者（所有者の親
族を含む）／②平成 26～ 27年度
まで市税等の滞納がない者
▽対象工事　①耐震技術者（青森県
木造住宅耐震診断員名簿に記載され
た者）が耐震改修計画を作成し、か
つ、工事監理を行う工事／②住宅全
体の上部構造評点が 1.0 以上とな
る工事／③市内の施工業者等が行う
工事
※補助金の交付決定前に着手した工
事は除きます。ほかにも条件があり
ますので、申請を希望する人は申請
書類を準備する前にお問い合わせく
ださい。
▽補 助 金 額　補助対象経費に
34.5%を乗じて得た額または 90
万円のいずれか少ない額
▽募集戸数　１戸（先着順）
～共通事項～
▽募集期限　11月 30日
※申込書は市ホームページに掲載し
ているほか、建築指導課（市役所５
階、窓口551）で配布しています。
■問建築指導課（☎40・7053）

今月の市税などの納期

固 定 資 産 税  第３期
国民健康保険料  第４期
介 護 保 険 料  第４期
後期高齢者医療保険料  第４期

☆今月は第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替のご利用を。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が
　加算される場合があります。

弘前大学

▽とき　10月 16日～ 18日
▽ところ　弘前大学文京町キャンパ
ス
▽テーマ　「SHOUT」
▽内容　「知の創造」（各学部等の特
徴的な研究を分かりやすく紹介）…
【人文学部】特別展「文理融合の考
古学」、「成田コレクション」特別公
開、地域未来創生センター活動成果
公開／【教育学部】メキシコ・オア
ハカの手工芸・観光・言語学習に関
する展示／【医学研究科】最新の医
療・医学について（１．薬剤、２．
呼吸器）／【保健学研究科】市民公
開講座／【医学部附属病院】市民公
開講座「スポーツ傷害とその対策」
／【農学生命科学部】公開講座／【北
日本新エネルギー研究所・食料科学
研究所】（食料＋新エネ）×青森県
｜→／各種展示・模擬店、よさこい
弘大、花火ほか
■問弘前大学総務部総務課（☎ 39・
3007）／学務部学生課（☎ 39・
31 1 2、 ■Ｈ h t t p : / / www.
hirodaisai.com/2015/）
※弘前市のブース…17 日・18 日
の午前 10時～午後４時に、青森県
と連携し、「街ナカゼミ」や「学生
シェアハウス」の県事業について、
PR等を行います。

弘前学院大学

▽とき　10月 11日・12日
▽ところ　弘前学院大学（稔町）内
▽テーマ　「Grand Sum」（集大成）
▽内容　11日…芸人ライブ、吹奏
楽部演奏、女装コンテスト、カラオ
ケ予選、模擬店各種／ 12日…学生
バンドライブ、カラオケ決勝大会、
ハンドベルコンサート、ビンゴ大会、
じゃんけん大会、花火、模擬店各種
■問弘前学院大学学生課（☎ 34・

52 1 1、 ■Ｈ h t t p : / / www.
hirogaku-u.ac.jp/）

東北女子大学

▽とき　10月 17日・18日
▽ところ　東北女子大学清原キャン
パス（清原１丁目）
▽テーマ「向日葵～つながる絆　広
がる笑顔～」
▽内容　①学科展示…【家政・健康
栄養学科】時間栄養学と被服につい
ての発表や裂織などの作品展示、食
育体験コーナー、バッグや巾着の販
売、軽食など／【児童学科】「それ
いけ！愛と勇気のあふれる国へ」を
テーマにした大型展示や各実習に関
する学びの発表、授業での制作物の
展示、絵本の読み聞かせやパネルシ
アターの実演など　②各部・団体に
よるステージ発表・展示　③特別企
画（後夜祭）…ゲスト・津軽三味線
奏者 夢弦会 木村瑞紀（18日の午
後６時半頃～）
■問東北女子大学学生課（☎ 33・
2289、 ■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp/）
※学園祭期間中、オープンキャンパ
ス・進学相談会も行います。

東北女子短期大学・
東北栄養専門学校・
東北コンピュータ専門学校
▽とき　10月 17日・18日
▽ところ　東北女子短期大学上瓦ケ
町キャンパス
▽テーマ　「color ～光り輝く個性
～」
▽内容　①短大各科と専門学校の展
示…【短大生活科】「ひろさきの魅
力再発見☆」をテーマに弘前の魅力
を展示します。／【短大保育科】「ち
びっこわくわく　東短の森！」をテ
ーマにアトラクションや写真撮影の
コーナーが楽しめます。【栄養専門
学校】「平均寿命を伸ばそう！」を
テーマに朝食や、糖尿病、体操（ロ
コモ）などを扱います。／【コンピ
ュータ専門学校】テーマ「東コンプ
ロジェクションマッピング」　②文
化部展示　③ステージ発表（日本舞
踊、和太鼓、箏曲、三味線、演劇、
軽音楽）　④特別企画「つながる音

楽の輪」～弘前市吹奏楽団を招いて
～
■問東北女子短期大学学生課（☎
32・6151、 ■Ｈ http://www.
toutan.ac.jp/）
※学園祭期間中に進学相談会も行い
ます。

弘前医療福祉大学・
弘前医療福祉大学短期大学部
▽とき　10月 17日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　弘前医療福祉大学・弘前
医療福祉大学短期大学部（小比内３
丁目）内
▽テーマ　「Always smile」
▽内容　各学科・専攻（看護・作業
療法学・言語聴覚学・介護福祉・食
育福祉・救急救命）の紹介と体験コ
ーナー、模擬店、ステージ発表、レ
ストラン、おもちゃの広場、ふれあ
いミニ動物園、巨大アップルパイな
ど
■問弘前医療福祉大学学生課（三上さ
ん、 ☎ 27・1001、 ■Ｈ http://
www.hirosakiuhw.jp/）

放送大学青森学習センター

▽とき　10月 17日（土）
           午後１時半～３時
▽ところ　放送大学青森学習センタ
ー（文京町、コラボ弘大７階）
▽テーマ　「倉又所長公開講演会」
▽演題　「日本の物理学の歩み―明
治維新からノーベル賞まで―」
■問放送大学青森学習センター（☎
38・0500、 ■Ｈ http://www.
sc.ouj.ac.jp/center/aomori/）

「学園都市ひろさき
高等教育機関コンソーシアム」

加盟校の学園祭
　学園祭の季節です。各大学とも趣
向を凝らした催しを用意しています
ので、皆さんぜひご来場ください。

納 期 限 11 月２日 
教えて！たか丸くんクイズの答え

※質問は 12ページに掲載。

答えは③のHirosaki castle（ヒロサキ
キャッスル）だよ。castle は英語で“城”
という意味だよ。パンフレットや看板に
もHirosaki castle と書いているもの
もあるから、探してみるのも
おもしろいかも！


