
1

ｈｉｒｏｓａｋｉ
「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき

10／15
2015

お知らせ版
No.232

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１５.１０.１５

空き家・空き地バンク
10 月 15日から開設 ■問い合わせ先　

建築指導課（☎40・7053）

　弘前市空き家・空き地バンク協議会では、市内の空
き家や空き地を売りたい・空き家を貸したいという「所
有者」と、買いたい借りたいという「移住・定住希望
者や利活用希望者」との橋渡しを行う空き家・空き地
バンクを10月 15日から開設します。
　【売りたい・貸したい人】は、申込書に必要書類を
添えてお申し込みください。協議会の宅建業者が所有
者立会いのもと物件調査を行います。その後、登録し
た物件についてはホームページで公開します。
　【買いたい・借りたい人】は、利用登録後、ホーム
ページで公開している物件見学の申し込みをしてくだ
さい。物件見学後、物件担当者（宅建業者）の仲介に
より、交渉・契約を行います。
※ホームページは利用登録前でも自由に閲覧できます。
▽登録できる物件
①市内に所在する空き家・空き地であること
②建築物および土地の所有者すべての承諾が得られて

空き家・空き地の
　　　　　　利活用事業費補助金制度
　空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を
図るため、空き家・空き地の購入、賃借、空き家の解
体、動産の処分に対して補助金を交付します。
▽補助対象物件　弘前市空き家・空き地バンクに登録
された住宅（併用住宅を含む）である空き家（敷地を
含む）または住宅の建築が可能な空き地
▽補助対象者　
①市内在住者で、空き地を購入し、その土地に住宅を
新築する人
②市内在住者で、空き家（敷地を含む）を購入する人
③移住者で、空き地を購入し、その土地に住宅を新築
する人

④移住者で、空き家（敷地を
含む）を購入する人
⑤移住者で、空き家を賃借する人
⑥所有する空き家を解体する人
⑦所有する空き家にある動産（家財）を処分する人
※移住者とは、補助金を申請する時点で、１年以上弘
前市以外の市区町村に住民登録をしていた人で、弘前
市に移住しようとする人をいいます。
▽交付申請受付　10月 15 日から、平成 27年度予
算の範囲内で受け付けます（先着順）。
※交付の条件などについて、詳しくはお問い合せくだ
さい。

補助対象者 申請補助対象経費期限 補助金額 備考
空き地を購入し新築する人 空き地の購入費用 補助率２分の１（限度額＝30万円）子育て世帯は限度額10万円、移

住者は限度額5万円を上乗せ空き家を購入する人 空き家（敷地を含む）
の購入費用 補助率２分の１（限度額＝20万円）

空き家を賃借する市外から
の移住者 ３年間分の賃借料 補助率２分の１（限度額＝25万円）子育て世帯は限度額10万円を上乗せ

空き家所有者
解体費用 補助率２分の１（限度額＝50万円）空き家・空き地バンク制度により、

売買契約または賃貸借契約が成立
する見込みとなった物件が対象動産（家財）処分費用 補助率２分の１（限度額＝５万円）

いる物件
③所有権以外の権利者の承諾が得られている物件（抵
当権等が設定されていても、登録は可）
④空き家の場合、一戸建ての住宅（併用住宅を含む）
で居住の用に供することができると認められる物件
⑤空き地の場合は、建築物の建築に充分な面積を有し、
建築物の建っていないまたは利用されていない農地以
外の土地
▽物件を登録できる人
①バンク登録できる物件を所有する個人
②登録された物件を売買契約または賃貸借契約が成立
し、登録物件を引き渡すまで適正に管理できる人
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に
規定する暴力団関係者でない人
▽利用者として登録できる人
①空き家・空き地の購入または賃借を希望する個人
②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に
規定する暴力団関係者でない人

弘前市空き家・空き地バンクホームページhttp://www.city.hirosaki.aomori.jp/akiya-bank/
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盛りだくさんの
イベント！

　テーマは「弘前城 人は石垣 人は城」
　三の丸庭園に設けられる菊人形ゾーンの今年のテー
マは、「弘前城 人は石垣 人は城（作…知坂元）」。庭
園を借景した豪華な演出は見応え十分です。そのほか、
子どもに人気の動物をかたどったトピアリー（造形菊）
や動物ふれあいコーナー、たるを使った遊具などを設
置します。

　ちびっ子新幹線を無料運行
　生垣見本園前では、子どもたちに大人気のちびっ子
新幹線を無料で運行します。また、自由広場には動物
ふれあいコーナーや豪華な「菊の五重塔」「菊の岩木山」
を設置し、さまざまなイベントを開催します（下表参
照）。
　このほか、市民参加の市民菊花展や、日曜、祝日に
は三の丸庭園で、「弘前茶道協会」の協力による抹茶
接待を行います（有料）。
▽とき　10月 16 日～ 11 月８日の午前９時～午後

５時
▽ところ　弘前城植物園（弘前公園内）
■問い合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎ 37・
5501）

　桜・紅葉特別ライトアップ
　夜には公園内の紅葉をライトアップして幻想的に演
出します。また今年も桜の紅葉への特別照明を行います。
▽とき　10月 16日～ 11月中旬の日没～午後９時

　観光ボランティア
　弘前観光ボランティアガイドの会が案内します。追手
門と東門付近に詰め所がありますので気軽にご利用を。
▽案内時間　午前９時～午後５時（受け付けは午後４
時まで）
▽案内範囲　弘前公園内
▽ガイド料　無料
■問い合わせ先　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、☎37・5501）

　今年も弘前城植物園をメーン会場に「弘前城菊と紅葉まつり」を開催します。
　皆さんに好評のちびっ子新幹線を運行するほか、土・日曜日、祝日のコンサートなど盛りだくさん。秋色の弘前
公園に家族みんなでおいでください。

※料金の（　）内は10人以上の団体料金。
　入場券の発売は午後４時半まで。

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上） 310 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）

※ 65 歳以上の市民、市内の小・中学生や障がい者、外
国人留学生は無料。身分を証明できるものを提示してく
ださい。

弘前城菊と紅葉まつり（植物園）入場料

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上） 310 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）

※ 65 歳以上の市民、市内の小・中学生や障がい者、外
国人留学生は無料。身分を証明できるものを提示してく
ださい。

本丸・北の郭　入場料

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上） 510 円（460 円）

子供（小・中学生） 160 円（130 円）

共通（植物園と本丸・北の郭）入場料

まつりメーン会場案内図

◎会場はすべて植物園です。
開催日 時間 イベント名

10 月 16 日（金）午前 11 時半～
（開会式終了後）

開会式アトラクション
「大開保育園」鼓笛隊披露

10 月 17 日（土）午前 11 時～ 「小野華那子」アルパミニコンサート
午後１時半～ 「木村誠」歌謡ショー

10 月 18 日（日）午前 11 時～ 「木庭袋靖子」箏演奏披露
午後１時半～ 「工藤正志」ギターコンサート

10 月 24 日（土）午前 10 時半～「高杉保育園」和太鼓披露
午後１時半～ 「木田俊之」歌謡ショー

10 月 25 日（日）午前 10 時～ お城で YOSAKOI
ゲスト：AOMORI 花嵐桜組午後１時～

10 月 31 日（土）午前 11 時～ 津軽手踊り披露
（弘前石川流やまぶき会）

午後１時半～ 「りんご娘＆アルプスおとめ」LIVE

11 月１日（日）
午前 10 時半～ 郷土芸能披露（弘前市民俗芸能保

存連合会）

午後１時半～ 高瀬まみ＆オダギリユタカ
☆二人の歌謡笑（かようしょう）☆

11 月３日（火・
祝）

午前 10 時半～「エルヴィス・トキ」ライブ
午後１時半～ 「黒石八郎」ショー

11 月７日（土） 午前 11 時～ 「FUNKY STADIUM」
ストリートダンスショー

午後１時半～ 「木原たけし」歌謡ショー

11 月８日（日） 午前 11 時～ 「夢弦会」津軽三味線披露
午後１時半～ 「Sinon」ライブ

10月19 日～11
月６日の平日 午後１時半～ 「和三絃會」津軽三味線披露

※屋外ステージのため、悪天候などで変更・中止になる場合が
あります。

イベントスケジュール

　「りんご」にちなんだクイズラリー

　「りんご」をテーマにしたクイズを解きながら、植
物園内を散策するクイズラリーを実施します。完走者
先着１万人に記念品をプレゼントするほか、さらに抽
選で、ホテル宿泊券やりんご関連の賞品をプレゼント
します。

　アップルパイ食べ比べ

　喫茶コーナーで、アップルパイの食べ比べプレート
とコーヒーのセットメニューを提供します。（有料）

まだまだ
あるよ！ 盛りだくさんの

イベント！

弘前城
菊と紅葉まつり 会期：10 月 16 日

　　　　　～ 11 月 8 日
　桜守による古木・名木鑑賞ツアー
　チーム桜守が弘前公園の中にある古木・名木を紹介
し、見所について解説します。
▽とき　11月３日・11月７日の午後１時から
▽ところ　みどりの相談所（弘前公園内）玄関
※弘前城植物園で解散。
▽定員　各30人（先着順）
▽参加料　無料（ただし、弘前城植物園の入園料が必
要）
■問い合わせ先　公園緑地課（☎33・8739）

　弘南鉄道大鰐線の利用者は入園料が無料
　弘南鉄道大鰐線の利用者は、中央弘前駅改札口で発
行される「乗車証明書」を券売所に提出すると、弘前
城植物園、弘前城本丸・北の郭、藤田記念庭園の３施
設が無料（乗車当日に限る）になります。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

　重要文化財「弘前城東内門」公開
　普段は公開していない東内門を特別公開します。こ
の機会に入場・内部見学して、文化財建造物を身近に
感じてみませんか。
▽ と き　10 月 25 日・
11月１日の午前10時～
午後３時
▽ところ　弘前城東内門
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不
要。
▽注意事項　門内部は階段が大変急ですので、動きや
すい服装・履物でおいでください。また、見学者の安
全確保と文化財保護のため、入場を待ってもらう場合
があります。
■問い合わせ先　公園緑地課（☎33・8739）

　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。
　まちなかクラフト村の拠点を「弘前工芸舎」と名
付け、来年４月の本格オープンに向け、「趣のある
建物」の指定を受けている旧紺屋町消防屯所にて、
試験的に市内工芸品のセレクトショップやイベント
企画など行います。
▽とき　10 月 16 日～ 12 月 25 日、午前 10 時
半～午後４時

▽定休日　11月８日までは毎日営業、11月９日
以降は毎週火～木曜日が定休日（祝祭日を除く）。
▽イベント企画　「おもてなしのクラフト展」（10
月 16日～ 11月８日）／「りんご木箱で遊ぶ（摺
り板によるペイント体験）」（10月 25日、午後１
時～３時〈先着 10人程度〉／「津軽土面作ってま
す」実演（11月８日・15日・22日）／「冬の贈
り物展」（12月１日～ 25日）
▽ところ　旧紺屋町消防屯所
■問い合わせ先　商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

「弘前工芸舎」プレオープン
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市政情報
Town Information

弘前駅あずましろ～ど・
城東口にぎわい創出イベント

　弘前駅など４カ所を会場とし、鉄道を通じた地域の
活性化とふれあいを目的に、JR弘前運輸区などを一
般開放します。JRの鉄道車両をはじめ、陸上自衛隊
や消防・救急車両の展示など地域を支える車が大集合
します。また各会場でスタンプを集めると景品を差し
上げますので、ぜひご来場ください。
▽とき　11月７日（土）、午前10時～午後 3時
▽ところ　あずましろ～ど（弘前駅２階自由通路）・
JR弘前運輸区・城東口周辺

▽その他　都合によりイベント内容や展示内容が変更
になる場合があります／駐車場はありませんので、公
共交通機関などをご利用ください／トイレは弘前駅の
トイレをご利用ください／スタンプラリーは景品がな
くなり次第終了します
■問い合わせ先　弘前駅自由通路等にぎわい創出事業
実行委員会（下白銀町、弘前観光コンベンション協会
内、☎35・3131）

イベント内容・位置図

JR 弘前運輸区会場
①鉄道車両展示（kenji・クルージングトレイ　
ン）・車両展示（ＤＥ 10、ＥＤ 75 777）
②保守用車展示および模擬作業、レールスター　
試乗
③転車台回し体験
④ミニＳＬ試乗
⑤鉄道模型展示（Ｎゲージ、ジオラマ）
⑥鉄道車両ペーパークラフト作り
⑦ JR 東日本鉄道グッズ販売
⑧スタンプラリー

城東口緑地会場
①警察車両展示
②消防・救急車両、ドクターカー展示
③除雪車両展示
④スタンプラリー

 

▽実施団体　青森県にプレイセンターを創る会
▽事業内容　0歳から小学校入学前までの子どもとその親や家族を対象に、子どもの自由
な発想から生まれる遊びと、子どもを見守り一緒に学び合う活動を行いました。親たちの
自主運営、自主保育の活動から、参加者同士の学びの場となり、また協働で行うことによ
り自信がつき、自分たちの住む地域での活動につなげる一助となりました。
▽事業費／補助金額　７万427円／５万 4,000円

11 エンジョイ・プレイセンター

市民活動情報発信コーナー　市民力×まちづくり
　このコーナーでは、「市民参加型まちづくり１％システム」を活用して実施された事業をはじめ、市内
で行われている市民活動を紹介していきます。

地域をささえる車大集合！

あずましろ～ど会場
①駅中ミニライブ（atoms、津軽三味線、オ
ダギリユタカ、高瀬まみ）
② FUNKY STADIUM ダンスパフォーマンス
③弘前大学学生サークルによるパフォーマンス
④スタンプラリー

弘南鉄道弘前駅会場
①ラッセル車両展示
②弘南鉄道マスコットキャラクター
　「ラッセル君」登場
③弘南鉄道グッズ販売
④スタンプラリー

　公共交通の利用促進と中心市街地活性化を目的とし
て乗り継ぎ割引を実施していますが、この度、割引の
対象を拡充しましたのでぜひご利用ください。
▽実施期間　平成28年３月 31日まで
▽拡充内容および利用方法
【バス運賃が割引になる場合】
　これまでは、弘南鉄道大鰐線の定期券利用者が大鰐
線を利用後、路線バスに乗ると割引となっていました
が、これからは、すべての大鰐線利用者が対象となり、
また、大鰐線利用後の路線バスの往復分まで割引の対
象を拡充します。
～弘南鉄道大鰐線から路線バスへの乗り継ぎ～
①弘南鉄道大鰐線に乗車し、中央弘前駅で降車する。
②中央弘前駅で係員に、大鰐線の定期券を提示または
正規運賃の支払いをし、路線バスに乗り継ぐことを申
し出て、「乗り継ぎ券」をもらう。
※帰りに路線バスを利用し大鰐線に乗り継ぐときは、
帰りの分の「乗り継ぎ券」ももらう（一人最大２枚ま
で発行。駅を出たあとは「乗り継ぎ券」を発行しませ
ん）。
③指定する乗降バス停から路線バスに乗車する。
④バス降車時、運賃箱に「乗り継ぎ券」と運賃（正規
運賃から100円を引いた金額）を入れる。
～路線バスから弘南鉄道大鰐線への乗り継ぎ～
①路線バスに乗車し、指定するバス停で降車時、運賃
箱に、先にもらった「乗り継ぎ券」と運賃（正規運賃
から100円を引いた金額）を入れる。
②中央弘前駅で係員に大鰐線の定期券を提示または乗

公共交通乗り継ぎ割引を拡充しました公共交通機関を
利用しよう

ムページに掲載しているほか、健康づくり推進課で配
布します。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。
▽選考方法　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通知します。
※応募書類に記載された個人情報は、選考事務のみに
使用し、その他の利用・公表などはしません。ただし、
協議会に参加することになった人については、その氏
名などを委員名簿に記載し、市のホームページなどで
公表します。
■問い合わせ・提出先　健康づくり推進課（〒036・
8711、野田２丁目７の１、☎ 37・3750、Ｅメー
ル kenkou@city.hirosaki.lg.jp）

　市では、たばこの健康被害防止対策の推進にあたり、
市民の皆さんの意見を反映させるため、弘前市たばこ
の健康被害防止対策協議会の委員を募集します。
▽応募資格　市内に在住する満20歳以上の人で、年
２～３回、平日の日中に開催される会議に出席できる
人（市の審議会などの委員および国・地方公共団体の
議員または職員を除く）
▽募集人員　２人程度
▽応募期限　10月 30日（必着）
▽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、１万円の報酬お
よび交通費（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」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、参考様式を市のホー

車券を購入し、大鰐線に乗車する。
※バス運賃が割引になるには、必ず先に「～弘前鉄道
大鰐線から路線バスへの乗り継ぎ～」の方法で利用し
なければなりません。乗り継ぎ券は、１回の乗車につ
き１枚まで使用でき、発行日のみ有効です。
【電車運賃が割引になる場合】
　これまでは、路線バス定期券利用者が中央弘前駅か
ら乗車しないと電車運賃が割引になりませんでした
が、これからは路線バス定期券利用者であれば、中央
弘前駅方面へ運行する大鰐線の途中駅からの乗車も割
引の対象とします。
～大鰐線から路線バスへの乗り継ぎ（路線バス定期券
利用者が対象）～
①弘南鉄道大鰐線に乗車し、中央弘前駅で降車する。
②中央弘前駅で運賃の支払い時、係員に路線バスの定
期券を提示し、運賃（正規運賃から 100円を引いた
金額）を支払う。
※大鰐駅から乗車するときは、乗車券購入時に割引を
しますので、駅係員に路線バスの定期券を提示し、乗
り継ぎを申し出てください。
③指定するバス停から路線バスに乗車する。
④バス降車時に路線バス定期券を提示する。
▽その他
①従来からの乗り継ぎ割引は継続します。
②割引対象路線、割引額、路線バス乗降バス停は変更
ありません。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102）

弘前市たばこの健康被害防止対策協議会の
委員を募集

市民の皆さんから
公募します
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　平成 27年４月から、幼児期の教育、保育、子育て
支援を総合的に推進するための、子ども・子育て支援
新制度が始まりました。
　市では新制度の開始にあたって策定した「弘前市子
ども・子育て支援事業計画」に基づく子ども・子育て
支援施策や進ちょく管理を審議するため「弘前市子ど
も・子育て会議」を設置しており、保護者の皆さんの
意見を反映させるため、委員を募集します。
▽応募資格　市内に在住する満20歳以上の人で、年
２回程度、平日の日中に開催される会議に出席できる
小学生までの子どもがいる保護者（市の他の附属機関
等の委員および国・地方公共団体の議員または職員を
除く。）
▽募集人員　２人
▽応募期限　11月 16日（必着）
▽任期　委嘱した日から２年間
▽報酬など　会議１回の開催につき、１万円の報酬お

よび交通費（バス代など）を支給
▽応募方法　次の事項を明記した応募用紙を、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・
子どもの年齢・電話番号・Eメールアドレス
②「子どもの保育・幼児教育について」をテーマとし
た作文（600字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市のホー
ムページに掲載しているほか、子育て支援課で配布し
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。
▽選考方法　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通知します。
■問い合わせ・提出先　子育て支援課児童育成係
（〒 036・8551、上白銀町１の１、市役所１階、☎
35・1131、Ｅメール kosodate@city.hirosaki.
lg.jp）

市政情報
Town Information

 

小規模多機能型居宅介護事業者を募集

　市では、高齢者の人が要介護状態になっても、でき
る限り住み慣れた地域で安心した生活を送ることがで
きるよう、身近な地域で提供される小規模多機能型居
宅介護事業者を募集します。
▽募集内容　
○サービスの種類＝小規模多機能型居宅介護
○募集数＝７事業所　（日常生活圏域毎に１カ所整備）
▽応募要件など
①法人格を持つ団体で、市内に本社または支店、営業
所等を有していること。
※応募は１法人につき２圏域まで。
②平成 28年度中に整備が完了し、平成 29年度から
サービスの提供が見込めること。
※詳細については、公募要項をご覧ください。
▽応募期限　11月 30日までの土・日曜日、祝日を

除く午前８時半～午後５時
▽応募申請書類など　市ホームページからダウンロー
ドすることができるほか、介護福祉課で配布します。
▽選考・発表など　書類選考による一次審査、プレゼ
ンテーションおよびヒアリングによる二次審査により
事業者を選考し、結果は応募者全員に書面により通知
するほか、選考された事業者は市ホームページで公表
します。
▽その他　先着順ではありませんので、公募要項を確
認のうえ、申請書類に不備が無いよう、受付期間内に
申請してください。
※詳しくはお問い合わせください。
■問い合わせ・提出先　介護福祉課介護事業係
（〒 036・8551、上白銀町１の１、市役所２階、☎
40・7099、Ｅメール kaigo@city.hirosaki.lg.jp）

弘前市子ども・子育て会議の委員を募集市民の皆さんか
ら公募します

11月 30 日まで
受け付けします ▽ところ　五所字野沢44の３

▽施設　多目的研修集会室、控室２、駐車場（普
通車＝72台、大型車＝５台）
※使用可能席数300席まで
▽利用可能な行事　総会、講演会、研修会、説明
会、冠婚葬祭など
▽使用料

　中央公民館相馬館「長慶閣」が平成26年４月、「相馬ふれあい館」が今年４月にリニューアルしています。
　新しい施設で駐車場も整備しており、車での移動であれば市内から約15分程度の距離です。また、調理室、大小
さまざまな部屋、空調・音響設備なども整備し、快適な環境となっていますので、会議や行事にぜひご利用ください。

中央公民館相馬館「長慶閣」「相馬ふれあい館」
の利用者を募集！

会議や行事に
ご利用ください

▽ところ　相馬字八反田25
▽施設　多目的ホール、和室２、調理室、駐車
場49台
▽利用可能な行事　総会、講演会、研修会、説
明会、料理教室、冠婚葬祭など
▽使用料

時間 申請使用料期限
午前（午前９時～正午） 6,290円
午後（正午～午後５時） １万490円
夜間（午後５時～10時） １万490円
全日（午前９時～午後10時） ２万7,270円
■問い合わせ先　中央公民館相馬館（☎84・2316）

■問い合わせ先　相馬ふれあい館（☎84・3475）

相馬館「長慶閣」

相馬ふれあい館

時間 多目的
ホール１

多目的
ホール２

和室１
（10畳）

和室２
（7.5 畳） 調理室

午前（午前8時半～正午） 1,430円 1,000円 210円 160円 340円
午後（正午～午後５時） 2,050円 1,430円 300円 230円 490円
夜間（午後５時～10時） 2,050円 1,430円 300円 230円 490円
全日（午前8時半～午後10時） 5,530円 3,860円 810円 620円 1,320円

【町会雪置き場事業】
　市では、住宅地に空き地を所有している人が地域の
雪置き場として町会に無償で空き地を貸し付けした場
合に､ 固定資産税などの３分の１以内を減免します。
【地域除雪活動支援事業】
　個人所有の各種小型除雪機械や地域の空き地を利活
用し、一般除雪によって幅員の狭くなった生活道路の

町会雪置き場事業・地域除雪活動支援事業快適な雪国生活
の実現を

拡幅や排雪を町会などが行う際に、市が車両などの保
険加入と燃料費相当分の補助を行います。
～共通事項～
▽申請期間　11月２日～ 25日
▽実施期間　12月１日～平成28年３月 31日
■問い合わせ先　道路維持課（茜町２丁目、☎ 32・
8555）

10 月は３R 推進月間です環境ニュース環境ニュース
　循環型社会形成のためには、国民・
事業者・行政が互いに協力し、左記
３Ｒの取り組みを進めていくことが
重要であるとして、リサイクルに関
係する環境省を含む８省庁が一体と
なり、毎年 10月を３Ｒ（リデュー
ス・リユース・リサイクル）推進月
間と定め、広く国民に向けてその普
及啓発活動を行っています。
　この推進月間をきっかけに「３Ｒ」
がどういうことかを認識し、私たち

が身近な暮らしの中で取り組めるこ
とを見つけていきましょう。
【日常生活でできる環境配慮行動】
●レジ袋をやめてマイバッグを活用
する
●フリーマーケットなどを利用する
●リサイクル製品を購入する
●詰め替え用商品を購入する
●地域で生産された商品を購入する
■問い合わせ先　環境管理課環境事
業所資源循環係（☎35・1130）

①リデュース（Reduce）…
廃棄物の発生抑制→ごみを減ら
そう。物を大切に使おう
②リユース（Reuse）…製品・
部品の再使用→繰り返し使おう
③リサイクル（Recycle）…
再資源化→再び資源として利用
しよう

３Rとは
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▽内容　オリジナル記念 Photo、
カボチャのランタン作り（25日の
午後１時～２時〈20組限定〉）、特
大カボチャの重さ当てクイズ（午後
２時～）、フェイスペイント（午前
10時～正午、午後１時～３時）
※有料イベントもあり。詳しくは問
い合わせを。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

第13回「ホームムービーの日
in 弘前」
　家庭に眠る８mm（16mm）フィ
ルムを持ち寄って、地域の皆さんで
鑑賞します。なお、当日の上映フィ
ルムも募集しています。
▽とき　10月 24日（土）、午後６
時半～（２時間程度）
▽ところ　めん房たけや（稔町）
▽参加料　無料（出入り自由）
※詳しくは問い合わせを。
■問ＨＭＤ弘前（竹森さん、☎携帯
070・5473・5245、午後６時以降）
※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。

地域公共交通活性化セミナー
in 弘前～ミニＪＣＯＭＭ
　公共交通活性化のため、「モビリ
ティ・マネジメントの基本的な考え
方の共有と鉄道・バスの連携の可能
性を検討すること」をテーマにセミ
ナーを開催します。
▽とき　10月 27日（火）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　弘前商工会議所（上鞘師
町）２階大ホール
■問北海道開発技術センター東北事務
所（原さん、伊地知〈いじち〉さん、
☎八戸 0178・20・9150）また
は都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

白神研究会秋の観察会

▽とき　10 月 24 日（土）、午前
10時～午後３時（雨天決行） 
▽集合　ビーチにしめや（西目屋村
田代）駐車場

 ※送迎を希望する人は、事前に申
し込みをし、当日の午前９時に弘前
大学（文京町）正門前に集合を。
▽コース　西目屋村川原平
▽対象　小学校４年生以上＝ 20人
（先着順、小・中学生は保護者同伴）
▽参加料　1,000円（テキスト代・
保険料として）
▽持ち物　昼食、飲み物、手袋、帽
子、雨具（できれば上下別のもの）、
トレッキングシューズ
▽申し込み方法　10 月 21 日まで
に、弘前大学白神自然観察園（山岸
さん、☎兼■Ｆ 39・3706）へ。
■問白神研究会事務局（本多さん、☎
39・3812）

岩木川市民ゴルフ場
ワンワンパーク
▽とき　10月 25日（日）
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）ニュースポーツコース
▽時間と内容　ドッグラン＝午前９
時～午後３時（雨天中止）／飼い主
のマナー＆犬のしつけ教室＝午前
11時～正午／ドッグカフェ＝午前
10時～午後２時（雨天中止）
▽対象　犬の登録をしている小型
犬・中型犬で、１年以内に狂犬病予
防接種・５種以上のワクチンを接種
しており、犬や人間に対して攻撃性
がない犬
▽参加料　無料
▽その他　当日受け付けで、鑑札、
予防接種注射済票（写し）の提示を。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

キッズハローワーク

　小学生までの児童を対象とした仕
事体験と遊びのイベントです。
▽とき　10 月 25 日（日）、午前
10時～午後３時（雨天決行）
▽ところ　弘前厚生学院（御幸町）
▽内容　スポーツインストラク
ター、りんご農家、消防士、警察官、
ヘアメイク、パティシエなどの仕事
体験
■問キッズハローワーク実行委員会
（大西さん、☎34・6858）

藤田記念庭園夜間開園

▽とき　10 月 16 日～ 18 日、23
日～ 31 日、11 月１日～８日の午
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
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

弘前市生きがいセンター
作品展
▽とき　10 月 21 日～ 23 日の午
前 10時～午後５時（初日は正午か
ら、最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階美術展示室
▽内容　「生きがい教室」（クレヨン
画・書道）の受講者および「サーク
ル活動」（水墨画・絵手紙・折り紙
など）参加者の作品展示
■問弘前市生きがいセンター（☎
38・0848、月曜日と祝日の翌日
は休館日）

鷹ヶ丘老人福祉センター作品展

▽とき　10 月 26 日～ 28 日の午
前 10時～午後５時（初日は正午か
ら、最終日は午後４時まで）
▽ところ　百石町展示館第１～３展
示室
▽内容　「生きがい教室」（絵画・俳
句・短歌・書道）の作品展示
■問鷹ヶ丘老人福祉センター（☎
32・7260）

弥生いこいの Halloween

　仮装して、魔女からお菓子をもら
おう！
▽と き　10 月 24 日・25 日の午
前９時～午後４時半（雨天決行）
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）ハイランドハウス

全国シティプロモーション
サミット 2015
　まちの特色を生かした創意工夫や
経験を共有し、地域が抱えている課
題の解決に向けた意見交換などを行
います。
▽ と き　10 月
29 日（木）、午
後１時～４時
▽ところ　ホテ
ルナクアシティ
弘前（大町１丁
目）
▽内容　トークショー「KAITAKU
～開かないと道はできない」…ゲス
ト・鈴井貴之さん（タレント・映画
監督）／パネルディスカッション「地
域連携によるシティプロモーショ
ン」
▽定員　100人（先着順） 
▽申し込み方法　ファクスまたはＥ
メール（氏名、住所、電話番号を
記入）で、アップルウェーブ（■Ｆ
38・0790、■Ｅ cps@applewave.
co.jp）へ。
■問広聴広報課（☎35・1194）

裁判員制度シンポジウム

　「裁判員の素養－裁判員に期待さ
れるもの」をテーマに行います。
▽とき　10月 31日（土）
　　　　午後２時～６時
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
※裁判員経験者で、インタビューに
協力できる人やシンポジウム参加者
を募集しています。詳しくはお問い
合わせください。
■問弘前大学人文学部（平野さん、
☎ 39・3199、 ■Ｅ k-hirano@
hirosaki-u.ac.jp）

弘前駅前遊歩道賑わい祭
JAZZ DAY 収穫祭
▽とき　10月 31日（土）、午後４
時～（小雨決行、荒天中止）
▽ところ　弘前駅前遊歩道付近
▽出演者　長谷川健 Swing Hat 

Jazz Orchestra、ja.zoo、青森ジャ
ズ倶楽部ほか
▽観覧料　無料
■問弘前駅前遊歩道賑わい祭実行委員
会（弘前駅前整形外科クリニック内、
☎39・7555）
※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。

第 19 回津軽塗フェア

▽とき　10 月 31 日～ 11 月３日
の午前９時半～午後５時半（最終日
は午後４時まで）
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽内容　展示販売会／津軽塗の研ぎ
出し体験／修理再生相談コーナー
▽入場料　無料
■問青森県漆器協同組合連合会（☎
35・3629）

弘前市景観フォーラム

　弘前市の景観づくりについて親子
で一緒に考えます。当日はたか丸く
んも来ます。
▽とき　10月 31日（土）、午後１
時～３時（受け付けは正午～）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　景観ムービー体験／景観ク
イズ／ワークショップ（オリジナル
景観カレンダー制作）
▽対象　小学生（イベント内容は小
学校３～6年生向け）
▽参加料　無料
▽定員　200人（先着順）
■問 10 月 30 日までに、電話かファ
クスまたは郵送（氏名、年齢、同伴
者の氏名、電話番号を記入）でアッ
プルウェーブ（〒036・8182、土
手町 31、土手町コミュニティパー
ク３階、☎ 38・0788、 ■Ｆ 38・
0790）へ。

弘南鉄道大鰐線の催し

【ぽっぽや体験イベント】 
　「ちびっこ大鰐線シールラリー」
でシールを集めた子どもを対象にイ
ベントを実施します。

▽とき　10月 31日（土）、①午前
11時～、②正午～、③午後１時～
▽集合　中央弘前駅（吉野町）
▽内容　切符切り体験、運転手さん
の隣に乗車体験、車内アナウンス体
験、記念撮影など
※一部の体験は津軽大沢駅までの乗
車移動中に行います。子どもは乗車
賃無料ですが、保護者は乗車券を購
入する必要があります。
▽その他　ラッセル君シールを集め
たシールラリーカードを忘れずにお
持ちください。／電車に乗らず、切
符切り体験のみの参加もできます。
【大鰐線 DE ハロウィン＆コスプレ
イベント】
　ハロウィンの飾りでいっぱいの電
車や車庫でコスプレをして歩きませ
んか。
▽とき　10 月 31 日（土）、午前
11時半～午後３時
▽ところ　大鰐線電車内、弘南鉄道
大沢研修庫など
■問「つながれ大鰐線！つなごう！
みんなの交通コンソーシアム」事
務局（都市政策課交通政策推進室
内、☎35・1124）／弘南鉄道（☎
44・3136）／コスプレイベント
について…大野さん（☎携帯090・
2872・3963）

第 13 回全国城跡等石垣整備
調査研究会開催
　文化庁および市では、城跡などの
石垣に関する研究会を開催します。
▽とき　11月５日の午後１時半～
４時、11月６日の午前９時半～午
後３時１５分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽テーマ　「石垣整備と建造物」
▽内容　基調講演「弘前城・弘前城
下の成立・変容と弘前藩政の展開」
／各城跡担当者等による事例報告
（明石城跡・備中松山城跡・小田原
城跡・松本城跡・弘前城跡）／パネ
ルディスカッション
▽参加料　無料（ただし、研究会に
関わる資料は有料で販売します）
■問公園緑地課弘前城整備活用推進室
（緑の相談所内、☎33・8739）

　   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
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▽とき　11 月７日～９日、午前
10時～午後４時（最終日は午後３
時まで）
▽ところ　弘前文化センター
▽入場料　無料
※おおむね３歳以上の子どもの託児
室（有料）を用意しています。
■問中央公民館（弘前文化センター内、
☎33・6561、火曜日は休み）

スティールパン・ワーク
ショップ～つくって、
たたいて、楽しもう！～

　スティールパンの小型版を製作
し、演奏してみましょう。
▽日程と内容　楽器製作＝ 11月７
日の午前９時～午後５時／演奏練
習・コンサート＝ 11月８日の午前
９時～午後７時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽対象　小学校４年生以上の市民＝
15人（先着順、小学生は保護者同
伴で）
▽参加料　1,000 円（材料費とし
て、当日徴収）
■問 10 月 31日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所・氏名・
年齢・電話番号を記入）で、中央
公民館（☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・
4490、 ■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

弘前市教育フェスティバル

▽とき　11 月７日（土）、午後１
時～（展示は午前10時から）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　市内小・中学生の音楽の発
表、小・中学校や特別支援学校の学
級紹介などのパネル展示、作品展示、
講演会、小学校の外国語活動やＩＣ
Ｔを活用した授業の紹介、学校給食
の試食など。
※事前の申し込みは不要。
■問教育政策課（☎82・1639）

あおもりシニア起業セミナー

▽とき　11月 14日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ホテルナクアシティ弘前
（大町１丁目）３階ダイヤモンド

▽内容　最近の起業動向、シニア起
業の特徴、起業後の経済設計の考え
方、全体的な起業までの流れなど
▽対象　県内で起業を考えているシ
ニアの人、創業・起業を支援する市
町村および関係機関の職員
▽講師　片桐実央さん（銀座セカン
ドライフ代表取締役）　
▽参加料　無料
▽申し込み方法　11月６日までに、
電話かファクスまたはＥメール（住
所、氏名、年齢、電話番号、メール
アドレス、会場名〈弘前会場〉を記
入）で県商工労働部地域産業課へ。
■問県商工労働部地域産業課（☎青
森 017・734・9374、 ■Ｆ 017・
734・8107、 ■Ｅ chiikisangyo@
pref.aomori.lg.jp）

ワーク・ライフ・バランス
フォーラム
▽とき　11月 24日（火）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　基調講演 スタッフの幸せ
と会社の永続を実現する「ワーク・
ライフ・バランス」～社員の気付き
は会社の力～…講師・富田哲也さ
ん（リッチフィールド・ビジネスソ
リューション代表取締役）／企業事
例発表…太田雄三さん（伸和産業代
表取締役社長）
▽対象　市民、企業関係者
※申込書は子育て支援課および各支
所に備え付けているほか、市ホーム
ページからもダウンロードできます。
■問子育て支援課（☎40・7038）

第２回弘前城Ｑ＆Ｒ

　３人１チームで、弘前に関するク
イズやミッションをこなしながら、
鬼から逃げるオリエンテーリング形
式の競技を開催します。
▽とき　12月６日（日）、午前 10
時～（受け付けは午前９時～）
▽ところ　弘前公園（集合＝レクリ
エーション広場）
▽参加資格　18歳以上
▽募集定員　33チーム（99人）
▽参加料　１チーム 3,000 円（当
日徴収）
▽応募期限　11月 15日

2015きものの日～時代（とき）
をつなぐきものショー～
▽とき　11月１日（日）
　　　　午前10時～午後４時　
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）ほか
▽内 容　きものショー、ワーク
ショップ、着つけレッスンほか
※入場無料。ただし、ワークショッ
プなど一部有料で事前の申し込みが
必要なものもあり。詳しくはホーム
ページをご覧になるか問い合わせ
を。
■問青森わごころの会事務局（☎携帯
080・1825・3804、■Ｅ aomori_
wagokoro@yahoo.co.jp、 ■Ｈ
http://aomori-wagokoronokai.
jimdo.com）

旧弘前偕行社修理現場特別公開

▽とき　11 月３日（火・祝）、①
午前 10 時半～、②午後１時半～、
③午後３時～
※おおむね45分間を予定。
▽ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▽内容　解体工事進行中の建物の内
外の状況を解説しながら見学
▽対象　市民＝各20人（先着順）
▽参加料　無料
▽募集期間　10月 30日まで
※駐車場があります。係員の誘導に
より駐車してください。
■問弘前厚生学院（鳴海さん、☎
33・2102、平日の午前９時～午
後４時）

企画展「為信と中世城館」

　弘前藩初代藩主津軽為信と縁の深
い中世城館を紹介します。
▽とき　10 月 31 日～３月末の午
前９時～午後５時
▽ところ　旧弘前市立図書館（下白
銀町）２階展示コーナー
■問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

文化センターフェスティバル

　弘前文化センター（下白銀町）で
活動しているグループの発表会や作
品展示などを行います。

▽申し込み方法　参加者募集ページ
（http://s.ameblo.jp/quizandru
n/）から申し込みを。
※詳しくは問い合わせを。
■問弘前城Ｑ＆Ｒ実行委員会（渡邊さ
ん、☎携帯090・6784・7319）
※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。

笑いヨガ

　笑いヨガで、免疫力アップ・脳の
活性化などを目指しましょう。
▽と き　10 月 24 日・25 日の午
前９時半～11時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）多世代
交流室Ｃ（24 日）、多世代交流室
Ｄ（25日）
▽定員　20人
▽参加料　500円（12歳以下は無
料）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物
※事前の申し込みが必要。動きやす
い服装でお越しを。
■問弘前笑いヨガクラブ（山内さん、
☎携帯090･8581･5162）

第 18 回全国学術集会弘前
大会市民公開講座
▽とき　10月 31日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽内容　①「赤ちゃんの頃の私に伝
えたいこと」／②「親と子のであい
～心と身体のふれ愛のなかで～」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 FOUR WINDS乳幼児精神保健
学会第 18回全国学術集会弘前大会
事務局（城東こどもクリニック内、
☎29・3111）

気軽に散策ウオーキング

▽日程とコース　
① 10 月 29 日＝りんご公園方面
コース（金属町体育センター）、②
11月５日＝だんぶり池コース（墓
地公園駐車場）、③ 11 月 12 日＝
岩木川方面コース（金属町体育セン

ター）
※時間はいずれも午前 10 時～正
午。（）は集合場所。雨天決行。
▽対象　小学校４年生以上（小学生
は保護者同伴で）＝各回 20人程度
（先着順）
▽参加料　１回400円（当日徴収）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
帽子、雨具
■問 11 月 12 日までに、金属町体育
センター（☎87・2482）へ。

親子料理教室

　青森県栄養士会による乳和食で減
塩を学ぶ親子料理教室です。
▽とき　11月１日（日）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　社会福祉センター（宮園
２丁目）２階調理室
▽献立　さばのミルクみそ煮、カボ
チャのミルクそぼろ煮、野菜たっぷ
りミルクスープ
▽対象　小学生以上の児童とその保
護者＝10組（先着順）
▽参加料　１組500円
▽持ち物　エプロン、三角きん（バ
ンダナ）、はし
■問 10 月 20 日から、栄養士会弘
前地区事務局（石田さん、☎ 36・
3221）へ。

躰道（たいどう）体験教室

▽とき　11月２日～30日の毎週月・
水・木・金曜日、午後７時～８時
▽ところ　月・木曜日＝青森県武道
館（豊田２丁目）、水・金曜日＝弘前
Ｂ＆Ｇ海洋センター（八幡町１丁目）
▽内容　躰道の動きを使った軽い運
動、基本的な構えと技の練習など
▽対象　小学生
▽参加料　800 円（傷害保険料と
して）
▽持ち物　汗ふきタオルなど
■問 弘前市躰道スポーツ少年団
（ヒューゴソンさん、☎携帯 090・
3759・3648）

弘前大学人文学部国際公開講座

【2015「日本を知り、世界を知る」
海をこえて世界とつながる人文学】
　津軽や世界の文化・歴史を紹介し
ます。

▽とき　11月３日（火・祝）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
▽定員　120人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学地域未来創生センター
（大森さん、渡辺さん、☎39・3198、
平日の午前10時15分～午後３時、
■Ｅ irrc@hirosaki-u.ac.jp）

メンタルトレーニング講習会

▽とき　11月４日（水）
　　　　午後６時～９時
▽ところ　弘前文化会館（下白銀町）
大ホール
▽内容　スポーツ全般のメンタルト
レーニング
▽講師　高妻容一さん（東海大学体
育学部教授）
▽対象　中学生以上の選手・指導者・
保護者＝500人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具
▽申し込み方法　10 月 25 日（必
着）までに、メールまたはファクス
（住所・氏名・年齢・電話番号・スポー
ツ種目、チームで参加希望の場合は
学校名・代表者氏名・選手人数・指
導者人数・保護者人数も記入）で、
弘前市民球団プロジェクト弘前ア
レッズ（■Ｆ 36・5355、■Ｅ r.kubo@
sirius.ocn.ne.jp）へ。
■問弘前市民球団プロジェクト弘前ア
レッズ（久保さん、☎携帯 090・
6258・2983）

初心者陶芸体験教室

▽とき　11 月７日・21 日の午前
９時～11時半
▽ところ　裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）体験学習室
▽内容　基礎を学び、手ろくろによ
る簡単な物を自由に製作
▽定員　10人（先着順）
▽参加料　550円（保険料を含む）
▽講師　神恭彦さん
▽持ち物　タオル1枚
※汚れてもいい服装でおいでを。
■問 11月 4日までに、裾野地区体育
文化交流センター（☎ 99・7072、
月曜日は休み）へ。

 教室・講座
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ループ「ロシア語講座弘前」および
「古典を読む会」では、一般向けの
講習会を開催します。
【ロシア語講座一般講習会】　
▽とき　11月７日（土）
　　　　午後１時～３時　
▽内容　ロシア語の学習
▽講師　レウタバー・オーリガ・セ
ルゲーブナさん
【古典を読む会一般講習会】
▽とき　11月８日（日）
　　　　午後１時半～２時半
▽内容　古典「徒然草」の音読
▽講師　畠山篤さん（弘前学院大学
教授）
～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター３階視
聴覚室
▽定員　各20人（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具 
■問 11 月６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。

弘前市民健康推進協議会
男性料理教室
▽とき　① 11月９日、② 12月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　①糖尿病予防のヘルシー料
理／②野菜たっぷりおもてなし料理
▽対象　市内に在住で、①・②のい
ずれも参加できる男性＝20人
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン､ はし､ 三角き
ん
■問 10 月 20日から、弘前市保健セ
ンター（☎37・3750）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【ワード 2010 入門講座】
▽とき　11月５日・12日・19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　ワープロソフト（ワード
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得

※ワード 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（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食、USB
メモリ
▽受け付け開始　10 月 18 日、午
前８時半～
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎ 26・4800）

瑞楽園で庭木を積雪から
守るための雪囲い方法の研修会
▽とき　11月７日（土）
　　　　午前10時～ 11時
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽講師　三浦利吏さん（三浦造園代
表取締役、ものづくりマイスター）
▽定員　20人程度
▽参加料　無料
■問三浦造園（☎95・2246）

フジの庭木剪（せん）定
講習会 in 三岳公園
　初心者にも分かりやすく説明し、
実技も行います。
▽とき　11月７日（土）、午前 10
時～（雨天決行）
▽ところ　三岳公園（北園1丁目）
▽参加料　無料
▽持ち物　剪定ばさみ、のこぎり（多
少は主催者側で用意します）
※事前の申し込みが必要。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

脳と体を使って楽しく健康教室

▽と き　11 月 19 日～ 12 月 17
日の毎週木曜日、午前 10 時半～
11時半
▽ところ　金属町体育センター集会
所
▽対象　市民＝10人程度
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　室内用シューズ
▽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、10 月 31 日（必着）ま
でに金属町体育センター（〒036・

水泳教室

【クロール】
▽とき　11 月６日～ 12 月 11 日
の毎週金曜日、午後１時～２時
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　クロール呼吸練習
▽対象　25 ｍ泳げない市民＝ 10
人
【平泳ぎ】
▽と き　11 月 11 日～ 12 月 16
日の毎週水曜日、午前 10 時～ 11
時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　平泳ぎの基本練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳げない
市民＝15人
～共通事項～
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号を記入し、
10月 29日（必着）までに温水プー
ル石川（〒036・8123、小金崎字
村元125）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問温水プール石川（49・7081）

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　① 11月７日、午前
10時～午後５時＝「管理栄養士国
家試験対策・必勝講座」／② 11月
７日、午前10時半～ 11時半＝「生
活習慣病の改善を考えよう」
▽ところ　①東北女子短期大学（上
瓦ケ町）／②東北女子大学（清原１
丁目）
▽定員　①50人／②定員なし
▽受講料　①柴田学園同窓生＝事
前申し込み 3,000 円、当日受け付
け 4,500 円、一般＝事前申し込み
5,000 円、当日受け付け 7,500 円
／②無料
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、 ■Ｈ http://tojo.
ac.jp）

文化グループ講習会

　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
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8245、金属町１の９）へ。
※家族や友人同士での参加の場合
は、はがき 1枚で応募可。応募多
数の場合は抽選で決定。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

東北女子短期大学　
公開講座
▽日 程 と 内 容　① 11 月 28 日、
12 月 12 日の午前 10 時～ 11 時
半、午後１時～２時半＝ＣＧでプリ
ント布地をつくってみませんか／②
11月 28 日の午後１時～２時＝マ
ナー講座／③ 11月 28日の午後２
時 10分～３時 10分＝社会学をの
ぞいてみよう！３／④ 12月６日の
午前 10時半～ 11時半＝保育講座
Ⅲ
▽ところ　①・②・③＝東北女子短
期大学（上瓦ケ町）／④＝ヒロロ（駅
前町）３階健康ホール
▽対象　①中学生以上＝各回３人／
②大学生以上＝ 20人／③高校生以
上＝ 20人／④３～５歳の未就学児
とその保護者＝15組
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問ホームページ、はがき、Ｅメー
ル、電話またはファクス（住所、氏
名、電話番号、希望講座名を記入）
で、東北女子短期大学公開講座係
（〒 036・8503、上瓦ケ町 25、
☎ 32・6151、 ■Ｆ 32・6153、
■Ｅ tibunken@toutan.ac.jp、 ■Ｈ
http://www.toutan.ac.jp/）へ。

65 歳以上の要支援・
要介護認定のない人へ

「いきいきシニア健康教室」

　市では、高齢者の皆さんができる
だけ介護を必要とせず、元気に生き
生きと生活していけるよう「いきい
きシニア健康教室」を開催していま
す。
　「いきいきシニア健康教室」は、
日常生活の動作や心と体の状態に関
する基本チェックリストへの回答の
結果、要支援・要介護状態になるお
それが高い人を対象に実施していま
す。基本チェックリストの実施を希
望する人は、ご連絡ください。
■問介護福祉課地域支援係（☎ 40・
7072）

ヒロロスクエアご利用の皆さんへ

　11月１日から、おおまち共同パー
クの駐車サービス券の交付を終了し
ます。引き続き、ヒロロ駐車場、弘
前駅中央口駐車場、弘前駅城東口駐
車場は３時間まで無料です。
■問ヒロロスクエア活性化室（☎
35・0186〈平日の午前８時半～
午後５時〉）

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　11月３日（火・祝）
　　　　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
▽内容　米などの穀類を爆発させて
作るお菓子「ドン」の実演など
▽ゲスト　古川昭さん（ボランティ
ア団体・fireman〈ファイアーマン〉）
▽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）

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。なお、相
談には事前の予約が必要です。
▽とき　11月４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）

広報ひろさき音訳奉仕員募集

　弘前愛盲協会音訳グループしらゆ
り会では、目の不自由な人に広報紙
などを音訳するボランティアを募集
し、その養成講習会を開催します。
▽とき　11月10日・16日・24日、
12月１日・15日の午後２時～４時

▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
▽対象　全日参加でき、簡単なパソ
コン操作の出来る人＝６人
■問 10 月 24 日までに、しらゆり会
（福田さん、☎携帯 080・1847・
8436）へ。

平成28年度むつ小川原地域・
産業振興プロジェクト支援
助成事業

　地域団体等が実施する地域の活性
化や産業の振興のためのプロジェク
ト、調査研究活動の事業に対して資
金を助成します。
▽対象事業　①人材育成／②技術開
発／③商品開発／④市場・販路開拓
／⑤観光開発／⑥環境整備／⑦ス
ポーツ・文化交流など
▽助成金　事業費の５分の４以内
▽対象　県内の地域団体、産業団体
など
▽募集期限　10月 31日（必着）
■問むつ小川原地域・産業振興財団（☎
青森017・773・6222）

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～　
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、10月をパトロール強化月間と
し、当市でも、関係機関と合同で工
事現場を中心にパトロールします。
係員が工事現場に立ち入るときは、
ご協力をお願いします。
▽実施期間　10月 26日～ 30日
■問建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

下水道の処理区域が広がります

　公共下水道の処理区域が、11月
１日から広がります。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。
▽対象　取上４丁目・坂元字前沢・
小沢字苺原の各一部
■問上下水道部営業課給排水係（茂森
町、☎32・0698）

 その他
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話で受け付け
■問市民会館（☎ 32・3374、第３
月曜日は休館日）
【弘前文化センター（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け　11月５
日～ 16 日の午前９時～午後５時
（ホール、大会議室、美術展示室のみ）
※希望が重複した場合は、12月７
日の午前 10時から同センターで抽
選を行います。
○一般受け付け　12月８日の午前
９時から先着順で、来館または電話
で受け付け
■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、第３火曜日は休館日）
【百石町展示館】
○仮申し込みの受け付け　11月１
日～ 15日の午前 10時～午後６時
※希望が重複した場合は、11 月
26 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　11 月 26 日の午
後３時から先着順で受け付け（12
月５日からは電話でも受け付け可）
■問百石町展示館（☎31・7600）
【市民文化交流館】
○仮申し込みの受け付け　11 月５
日～ 20日（ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12月３
日に同館で抽選を行います。
○一般受け付け　平成 28年１月４
日から先着順で、来館または電話で
受け付け
■問市民文化交流館（☎35・0154）

2015 岩木文化祭
出店者・参加者募集
▽とき　11月 21日・22日
▽ところ　中央公民館岩木館、岩木
文化センター「あそべーる」（共に
賀田１丁目）
【ふろしき市…21 日・22 日】
　ふろしき１枚分（2.5㎡程度）の
フリーマーケット。１人１区画で、
先着順（20区画）です。
▽ところ　岩木文化センターホワイ
エ（屋内）
▽出店料　１日300円
【作品展示…21 日・22 日】
　絵画、書道、手芸の作品など、皆
さんの趣味の発表の場です。
▽作品搬入　11 月 18 日、午前９
時から
【芸能発表…22 日の午前９時～午

後３時】
　歌や踊り、楽器演奏などジャンル
は問いません。10分以内で演技で
きるものを募集します。
■問 10 月 19 日～ 30 日に、岩木文
化祭運営委員会（中央公民館岩木館
内、☎82・3214、■Ｆ 82・3426）へ。

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。
▽とき　11 月７日・21 日の午後
１時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ
３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

違反建築防止週間

　10 月 15 日～ 21 日は違反建築
防止週間です。市では違反建築を未
然に防止し、良好な市街地環境の維
持と建築物の適法性を確保するた
め、違反建築防止週間の一環として
一斉公開パトロールを実施します。
〇パトロール重点項目…工事現場に
おける確認表示板掲示の徹底／建築
確認申請の徹底／完了検査未実施建
築物への指導
■問建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

市の指名業者登録平成 28 年
度分申請受付（定期申請）
　市発注の工事や業務を請け負った
り、市と物品の売買などをしたりす
る場合には、市の指名業者としての
登録が必要となります。
　平成 27年度に建設工事の市内業
者として登録がある業者で、引き続
き登録を希望する業者は、受付期間
内に申請をしてください。平成 28
年度建設工事業者名簿への登録にあ
たっては、社会保険等（健康保険、
厚生年金保険および雇用保険）への
加入を条件としますので、ご留意く
ださい。登録の有効期限が平成 29
年３月 31日までの業者で、業種の
追加・変更を希望する場合も申請が
必要です。

秋の火災予防運動

「無防備な　心に火災が　かくれん
ぼ」（平成 27 年度統一標語）
　10 月 19 日～ 25 日の１週間、
県下一斉に「秋の火災予防運動」を
実施します。この季節は、火を取り
扱う機会が多くなります。暖房器具
の点検を済ませておいてください。
　住宅用火災警報器をまだ取り付け
ていない人は早めの設置をお願いし
ます。また、家族みんなで避難方法
や消火器の位置などをもう一度確認
し、次の「住宅防火　いのちを守る
　７つのポイント」を実行し、自分
の家は自分で守るよう心掛けてくだ
さい。
〇３つの習慣…①寝たばこは絶対や
める／②ストーブは燃えやすいもの
から離れた位置で使用する／③ガス
コンロなどのそばを離れるときは、
必ず火を消す
〇４つの対策…①逃げ遅れを防ぐた
めに、住宅用火災警報器を設置する
／②寝具、衣類およびカーテンは防
炎品を使用する／③火災を小さいう
ちに消すために、住宅用消火器など
を設置する／④お年寄りや身体の不
自由な人を守るために、隣近所の協
力体制をつくる
■問消防本部予防課（☎ 32・5104）
または、最寄りの消防署・分署へ。

平成 28 年度
会場使用受け付け
　一つの催しを１件とし、電話での
仮受け付けはできません（市民文化
交流館を除く）。申し込みの際は、
催しの名称・内容などを明確にして
おいてください。また、一般受け付
けは、仮申し込み対象外の会場も含
みます。
　なお、公共団体などの行事が予定
されている日は使用できません。
【市民会館（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け　11月５
日～ 20 日の午前９時～午後５時
（大ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12 月
16 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　12 月 17 日の午
前９時から先着順で、来館または電
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※業種の取り下げは随時受け付けま
すが、業種の追加・変更は受付期間
のみとなりますのでご注意くださ
い。
　また、平成 27年度中から新たに
登録を希望する業者は、随時申請を
受け付けしていますので、ご利用く
ださい（市内建設工事業者について
は、平成 28年度〈定期申請〉の分
と併せて申請してください）。
▽受付期間　11月２日～ 30日
▽対象　①建設工事の請負／②測
量・設計などの建設関連業務の請負
／③製造の請負、物品の売買・賃貸借、
警備・清掃業務などの役務の提供
▽申請方法　市ホームページに掲載
している申請の手引きを確認の上、
「指名競争入札参加資格審査申請書」
などの必要書類を提出してください。
※新たに登録を希望する業者は「指
名競争入札参加資格申請書 (随時の
審査用 )」などの必要書類を提出し
てください。
■問法務契約課契約担当（市役所３階、
窓 口 353、 ☎ 35・1137、40・
7023）

弘前市役所自衛消防隊総合訓練

　弘前市役所内での火災の発生を想
定した避難訓練等の消防訓練を実施
します。実際に火災報知器のベルも
鳴りますが、ご来庁の皆さんはその
まま用事をお済ませください。
▽とき　10月 20日（火）
　　　　午後１時半～２時
▽ところ　弘前市役所本庁舎内
■問 財産管理課財産係（☎ 35・
1120）

浄化槽を正しく使いましょう

　浄化槽は、微生物の働きを利用し
て汚水を浄化するため、適正な管理
が必要です。そのため、浄化槽法で
は次のことが義務付けられています。
①定期的な保守点検／②年 1回の
清掃／③法定検査の受検（使用開始
時と年１回）
　法定検査は、浄化槽が適正に維持
管理され、本来の浄化機能が十分に
発揮されているかを判定するもの
で、青森県浄化槽検査センターが行
います。また、浄化槽の使用開始時
や廃止時、および所有者の変更時な

どには、県への届出や報告が必要で
す。なお、合併処理浄化槽の新設等
にかかる費用の一部補助制度もござ
いますので、ご活用ください。
■問検査や届出に関すること…弘前環
境管理事務所（☎ 31・1900）／
補助制度に関すること…環境管理課
環境事業所（☎32・1952）

税務署からのお知らせ

【ダイレクト納付について】
　ダイレクト納付とは、事前に税務
署に届け出をすると、e-Tax で電
子申告等をした後に、届け出をした
預貯金口座からの振替により、電子
納税ができる手段です。なお、利用
するためには、事前に一定の手続き
が必要です。
〇ダイレクト納付のメリット…①自
宅やオフィスなどから納付できる／
②インターネットバンキングの契約
が不要／期日を指定して納付ができ
る／税理士が納税者に代わって納付
手続きを行うことができる
■問弘前税務署（☎32・0331）

津軽流域国有林の森林計画
に関する住民懇談会
　津軽森林管理署では、次期５年間
の「津軽森林計画」の策定にあたり、
地域住民から森林づくり等に関する
意見を伺う懇談会を開催します。
▽とき　11月 24日（火）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）会議室
▽定員　30人
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問 11 月６日までに、津軽森林管理
署（☎27・2800）へ。

市の組織を一部改正

　10月より、環境管理課が所管す
る環境保全、公害対策、名水などに
関する窓口を、弘前地区環境整備セ
ンター内（町田字筒井）に変更しま
した。
　また、吉野町緑地への美術館整備
に向けて「吉野町緑地整備推進室」
を新設しました。
■問人材育成課人事評価担当（☎
35・1119）

 

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
11／1 代官町クリニック吉田眼

科（代官町）
☎38・4141

15 宮園耳鼻科クリニック
（宮園５）

☎39・1133

29 おおた眼科（駅前町） ☎38・2333

歯　科
11／1 やまざき歯科医院（大清

水４）
☎39・6666

３ 弘南歯科医院（川先４） ☎26・0888
８ たかち歯科医院（向外瀬

４）
☎37・5533

15 やがわ歯科医院（城西４）☎39・6400
22 明本歯科医院（大町３） ☎35・4774
23 やぎはしファミリー歯科

（富田町）
☎36・4180

29 ひまわり歯科クリニック
（早稲田２）

☎29・3738

内　科
11／1 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
8 さがらクリニック（桔梗

野１）
☎37・2070

15 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 場崎クリニック（代官町）☎38・6600

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,590人　   （－    136）
　 男　　  80,825人　   （－              42）
　 女　　  95,765人　   （－              94）
・世帯数　 72,933世帯    （－           35）
平成 27年 9月１日現在（推計）

お詫びと訂正
　広報ひろさき 10月１日号の３
ページ「現存 12 天守魅力発信」
内、宇和島城の所在地が「愛知県
宇和島市」とあるのは、「愛媛県
宇和島市」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問広聴広報課（☎35・1194）
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だより “津軽”の話題満載

　藤崎町の二大特産品である「米」と「りんご」の収穫
感謝や文化芸能発表、健康づくりをテーマとした秋の大
祭「ふじさき秋まつり」を開催します。青森県初の特Ａ
米「青天の霹靂」を使った日本一の「ジャンボおにぎり」
作りや「ジャンボアップルパイ」作り、当町発祥のりん
ご「ふじ」のＰＲイベント、文化展示や農産物直売コー
ナー、こどもの広場、「藤崎町健康宣言（予定）」などさ
まざまな催しが行われます。
▽ と き　11 月 22 日・23 日、
午前９時半～午後3時
▽ところ　常盤小学校体育館、常
盤生涯学習会館、常盤ふるさと
資料館あすか　ほか
■問い合わせ先　ふじさき秋まつり実行委員会（藤崎町
企画財政課内、☎75・3111）

第３回ふじさき秋まつり 平川ねぷたまつり“冬の陣”
藤崎町

ジャンボおにぎり

市
町
村
イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー

11
月

10
月

４日・11日・
18日

弘南鉄道忘年列車 飲んだり、食べたりしながら２時間の電車旅を楽しめる企画列車で
す

弘南鉄道（☎44・3136）

11日～13日、
22日～24日

弘前市プロジェクションマ
ッピング

青森銀行記念館に、プロジェクションマッピングを投影します 観光政策課（☎ 35・1128）

12
月

１日～ 29日 平川市民文化祭2015 市民による歌や踊りなどの舞台発表、個性豊かな作品展など 平川市文化センター（☎44・1221）
14日・15日 羽州街道交流会平川大会 基調講演「吉田松陰と津軽」やパネルディスカッション、まち歩

きなど
平川市商工観光課（☎ 44・
1111）

15日 第45回西目屋村民文化祭 村民による芸能発表や作品展を開催。各種体験コーナーもあります 西目屋村教育委員会（☎85・2858）
21日・22日 黒石りんごまつり りんごの即売会や市内商業者による産業展、りんご皮むき大会など 黒石市商工観光課（☎52・2111）
21日・22日 収穫感謝祭＆シクラメン市 シクラメンなど、約5,000鉢の花々を展示販売するほか、イベントがめじろ押し 田舎館村企画観光課（☎58・2111）
23日 食＆農フェスタ（板柳町） 板柳町産のりんごやお米など、良質な農産物を堪能できます 板柳町経済課（☎73・2111）
28日 カップリングパーティー 仕事で忙しい人や新たな出会いを望んでいる人、素敵な出会いをし

てみませんか？
平川市商工会尾上支所（☎ 57・
2317）

28日・29日 第42回町民祭（板柳町） 町民の活動や成果を披露。農産物などの即売会や各種体験コーナーもあります 板柳町総務課（☎ 73・2111）

平川市

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。

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
15 日～
11月８日

中野もみじ山ライトアップ
（光のファンタジー）

小嵐山と称される中野もみじ山。ライトに照らされたもみじは幻想的です 黒石市商工観光課（☎52・2111）

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８日 弘前城菊と紅葉まつり 弘前城植物園にて開催。菊花など、秋の草花を堪能できます 弘前市立観光館（☎ 37・5501）
17日・18日 全国伝統こけし工人フェス

ティバル（黒石市）
全国のこけしがこけし館に集結。工人による制作実演、展示即売が
行われます

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。

弘前市プレミアム商品券
使用期限は 11 月１日まで！

　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」の使用期限が迫っていま
す。期限を過ぎると使用できませんので、必ず期限内に使用してください。
　なお、使用しなかった商品券の払い戻しはできませんので、ご注意ください。
▽使用期限　11月１日（日）　
▽使用可能店舗　ポスターやステッカーを掲示している「ひろさきパワーアップる！商品
券」の参加店のみで使用できます。
■問い合わせ先　弘前商工会議所（☎31・1488）

見本使い忘れの
ないようにね !!

　今年は市制施行10周年を記念して、大みそかにねぷ
たまつりを開催します。登山囃子（ばやし）の披露、年
越しのカウントダウン花火打ち上げなど、例年とは違う
趣のねぷたまつりが楽しめます。雪が舞う中でのねぷた
運行も荘厳な魅力があります。防寒対策を十分に整えた
上で、ぜひおいでください。
※気象状況により、内容を変更することがあります。詳
しくはお問い合わせください。
▽とき　12月 31 日、
午後 10時～（予定）
▽ところ　平川市役所
前～弘南鉄道平賀駅前
■問い合わせ先　平
川市商工観光課（☎
44・1111） 高さ 11ｍ、世界一扇ねぷたも出陣


