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 暮らしのinformation

▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペースアストロ
▽入場料　前売り＝ 1,000 円（１
作品）、2,500 円（３回券）／当
日＝ 1,200 円（１作品）／学生＝
500円（１作品）
▽入場券取扱所　中三弘前店、コト
リ cafe（百石町展示館内）、紀伊
國屋書店弘前店、まちなか情報セン
ター、弘大生協
■問 harappa事務局（☎31・0195、
■Ｅ post@harappa-h.org、 ■Ｈ
http://harappa-h.org）
※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。

市民ニーズ×シーズ　
マッチングワークショップ

「アイデアソン」参加者募集

　市では、行政が保有する「オープ
ンデータ」と日々の生活の中で思う
「アイデア・気づき」をつなげるこ
とで、新たな市民サービスの創出を
目指すため、「アイデアソン」を開
催します。
▽とき　12月６日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　暮らしや観光などの市民
ニーズとそれに応えるシーズ（利用
可能な技術・データなど）を結びつ
けるアイデアをワークショップ形式
で学びます。
▽参加料　無料
▽対象　来年２月までに１～２回程
度開催予定（開催は日曜日を予定）
のワークショップへ参加できる高校
生以上の人＝20人程度
▽応募期限　11月 30日（必着）
▽応募方法　応募用紙に住所、氏名
（ふりがな）、生年月日、性別、電話
番号、職業、Ｅメールアドレス、関
心のある地域課題・テーマなど（字
数制限なし）を記入し、郵送、持参ま
たはＥメールで提出してください。
※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、ひろさき未来戦略研究セ
ンターで配布しています。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。
■問ひろさき未来戦略研究センター情
報分析担当（〒 036・8551、上
白銀町１の１、☎ 40・7016、■Ｅ
hif@city.hirosaki.lg.jp）

学園都市ひろさき高等教育
機関コンソーシアム６大学
合同シンポジウム

　市内にある６つの大学が合同で、
「健康と子育て支援～市民が創る地
域包括ケアの街～」をテーマに、公
開シンポジウムを開催します。
▽とき　12 月６日（日）、午後１
時～（開場は午後０時半）
▽ところ　土手町コミュニティパー
クコミュニケーションプラザ多目的
ホール
▽内容　基調講演…講師・澤登久雄
さん（東京都大田区地域包括支援セ
ンター入新井センター長）、秋山正
子さん（東京都新宿区暮らしの保健
室室長）／パネルディスカッション
▽参加料　無料
■問 11 月 30日までに、ホームペー
ジ、電話、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、コンソーシアム事務局
（ ☎ 39・3904、 ■Ｆ 39・3919、
■Ｅ conso@hirosaki-u.ac.jp、
■Ｈ http://www.consortium-
hirosaki.jp/）へ。

放課後の子どもの居場所づ
くりを考える研修会
▽とき　① 12 月 11 日／② 12 月
18日
※時間はいずれも午前10時～正午。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　①講演「子どもの心地良い
居場所とは」～大人の役割と子ども
の成長～…講師・渡部達也さん（ゆ
め・まち・ねっと代表）／②講演「自
分たちでできる放課後の居場所づく
り」…講師・深作拓郎さん（弘前大
学生涯学習教育研究センター）
※申込用紙は子育て支援課、各支所
等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。
■問電話かファクスで、子育て支援
課子育て戦略担当（☎ 40・7038、
■Ｆ 39・7003）へ。

第５回太宰治まなびの家　
寄席開催
　太宰治が多感な学生時代に下宿し
た太宰治まなびの家（旧藤田家住宅）
で「寄席」を開催します。
▽とき　12月５日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　太宰治まなびの家（御幸
町）
▽出演者　柳家小きん さん（落語
協会真打）
▽観覧料　1,000 円（資料代とし
て）
※事前の申し込みは不要。駐車場に
限りがありますので公共交通機関な
どをご利用ください。
■問 太宰治まなびの家（☎ 39・
1134）

ふれあい高齢者ラージボール
卓球親善大会開催
▽とき　12月５日（土）
　　　　午前９時～午後５時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）体育館
▽内容　団体戦（抽選で 3人 1組、
男女混合のチームを編成）／個人戦
（抽選による混合ダブルス）
▽対象　60歳以上の市民
▽参加料　1 人 600 円（昼食代を
含む。当日徴収）
※詳しくはお問い合わせください。
■問 11 月 19 日までに、弘前ラー
ジボール卓球協会（木村さん、☎
33・2407）へ。

harappa 映画館
「季節はずれのバカンス」
  フランス映画４本を上映します。
▽日程　12 月５日（土）、①午前
10時半～＝『遭難者』、『女っ気なし』
／②午後１時半～＝『メーヌ・オセ
アン』／③ 午後４時半～ ＝『やさ
しい人』
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●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

成年後見制度研修会・講演会

【地域で支える権利擁護・成年後見
のしくみ】
　成年後見制度や市民後見人の必要
性について知ってもらうため、研修
会および講演会を開催します。
▽とき　12月 14日（月）
　　　　午後１時半～５時
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）「桜の間」
▽内容　基調講演「地域で支える権
利擁護・成年後見のしくみ」…講師・
高山直樹さん（東洋大学教授）／シ
ンポジウム「ともに支え合う地域を
めざして～市民後見人の活動」
▽定員　100人
▽参加料　無料
■問 11 月 30 日 ま で に、 弘 前 市
成年後見支援センター（茂森町、
☎ 31・0430、 ■Ｆ 55・0891、
■Ｅ hirosaki_kouken@yahoo.
co.jp）へ。

健康エクササイズ

▽とき　11月17日～12月22日

の毎週火曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場管理
棟（清野袋２丁目）２階
▽内容　ストレッチ、筋力トレーニ
ング、軽い運動
▽講師　市スポーツ指導員
▽対象　市民＝10人（先着順）
▽参加料　１日 200 円（保険料含
む）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ
■問参加希望日の２日前までに、電話
かファクスで、岩木川市民ゴルフ場
（☎兼■Ｆ 36・7855）へ。
※氏名・性別・連絡先・参加希望日
をお知らせください。

ママのための育活女子会
in ひろさき
　「個性を知ろう」をテーマに「個
性心理學」を使ったセミナーを行い
ます。
▽とき　11月 25日（水）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　子育て中の女性（これから
子育て予定の女性も含む）＝ 20人
（先着順）
▽参加料　無料

▽その他　無料の託児サービスがあ
ります（要予約）。
※事前の申し込みが必要。
■問プラットフォームあおもり（☎青
森017・763・5522）

現代セミナーひろさき②

【聞いておきたい暮らしのあれこれ
～マイナンバー制度編～】
　10月以降、順次通知している「マ
イナンバー」。マイナンバー制度が
スタートすることで、普段の暮らし
にどのような影響や変化が起こるの
か詳しく紹介します。
▽とき　11月 28日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽内容　①マイナンバー制度の概要
／②個人番号カードなどについて
▽講師　市ひろさき未来戦略研究セ
ンター職員
▽対象　市民または市内に通勤・通
学する人＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、メモ帳など
■問 11 月 27 日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休館日）へ。

 

　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」を実施しています。対象
となるのは右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 30 日
に無料クーポン券を発送しました。
クーポンの有効期限は平成 28年 2
月 29日です。期限が近づくと、検
診の予約が取りにくくなる場合があ
りますので、早めにご利用ください。
　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、
当市のクーポン券との交換が必要で
すので、お問い合わせください。
【巡回子宮・乳がん検診】
　検診車による集団検診です。受診
希望者は電話で申し込みを（ただし、
先着順）。

がん検診
推進事業 大腸がん・子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券

▽とき　12月４日、正午～午後１
時／平成 28年１月 17日、午前９
時～10時
■問い合わせ・申込先　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、土・日曜日、
祝日を除く午前８時半～午後５時）

 教室・講座
 

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。


