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　土塁や木橋、堀などの整備が進む堀越城跡で、見学
会を開催します。
▽とき　10月 30日（日）、午後２時～４時ころ（小
雨決行）
▽ところ　史跡堀越城跡（堀越字川合・柏田）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。堀越地区雪置場の駐車場を
ご利用ください。午後１時半～２時に、城内に復元移

築中の農家住宅「旧
石戸谷家住宅」の上
棟式も行われます
（見学自由）。
■問い合わせ先　
文化財課（☎ 82・
1642）

ｈｉｒｏｓａｋｉ
「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき
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　実際に庭を観て回りながら、大石武学流庭園の特徴
を学びませんか。
▽とき　10月 29日（土）、午前11時～11時半
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽内容　講演会「大石武学流庭園の特徴や枯山水庭園
について」
▽講師　三浦利吏さん（弘前マイスター認定者）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは
不要。
■問 い 合 わ せ 先　
三浦造園（☎ 95・
2246）

　大森勝山遺跡は、全国でも希少な約3,000年前の
縄文時代晩期の環状列石を有する遺跡で、平成24年
９月に国の史跡指定を受けています。また、「北海道・
北東北の縄文遺跡群」の17の構成資産の１つとして、
世界遺産登録も目指しています。昨年度、整備と活用
の方針を定めた「整備計画」を策定し、今後、整備と
活用を本格化していく予定です。
　この大森勝山遺跡の貴重な価値と世界遺産登録事業
への取り組みを知ってもらうため、大森勝山遺跡シン
ポジウムを開催します。
▽とき　11月５日（土）、午後１時～５時
▽ところ　市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　
①報告「史跡大森勝山遺跡の概要」
②講演「亀ヶ岡文化と大森勝山遺跡」／「火山として
の岩木山の歴史と大森勝山遺跡周辺の地形」／「成熟
した世界遺産の在り方を目指して－世界遺産にまつわ

る近ごろのエトセトラ－」
③パネルディスカッション「大森勝山遺跡の価値とは
－縄文・岩木山・世界遺産－」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問い合わせ先　文化財課（☎82・1642）

　現在修理中の革秀寺の重要文化財津軽為信霊屋の特
別公開を行います。
▽とき　11月３日（木・祝）、午前11時～正午
▽ところ　革秀寺（藤代１丁目）
▽内容　こけら葺き屋根の見学や屋根葺き
体験、霊屋内部公開
※事前の申し込みは不要。
動きやすい服装・靴でおいで
ください。駐車場がありますので、
係員の誘導により駐車してくだ
さい。
■問い合わせ先　文化財課（☎82
・1642）
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▽とき　11月３日（木・祝）、①午前９時 40分～、
②午後１時20分～、③午後２時半～
※おおむね50分間を予定。
▽ところ　旧弘前偕行社（御幸町、弘前厚生学院内）
▽内容　解体工事進行中の建物の内外の状況を解説し
ながら見学します
▽対象　市民＝各25人（先着順）
▽参加料　無料
※駐車場がありますので、係員の誘導により駐車して
ください。
■問い合わせ・申込先　10月 24日までに、弘前厚
生学院（鳴海さん、☎ 33・2102〈平日の午前９時
～午後４時〉）へ。
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盛りだくさんの
イベント！

　テーマは「真田丸」をイメージ
　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「真田丸」をイメージ。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 21 日～ 11 月 13 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。
▽期間　10月 21日～ 11月中旬の日没～午後９時

　観光ボランティアガイド
　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、☎35・3131）

　桜守による古木・名木鑑賞ツアー
　チーム桜守が弘前公園内の古木・名木を紹介し、見
所について解説します。
▽とき　11月５日・11月６日の午後１時半から
▽集合　緑の相談所（弘前公園内）玄関前
▽定員　各30人（先着順）

　今年も弘前城植物園をメイン会場に「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イベントが盛りだくさ
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・中学生や外国人留学生、
市内外の障がい者は無料。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・中学生や外国人留学生、
市内外の障がい者は無料。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

まつりメイン会場案内図

◎会場はすべて植物園です。
開催日 時間 イベント名

10 月 21 日（金）午前９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

10 月 22 日（土）午前 10 時半～ 郷土芸能（弘前市民俗芸能保存連合会）
午後１時半～ 「木村誠」歌謡ショー

10 月 23 日（日）午前 10 時～、午
後１時～

お城で YOSAKOI
ゲスト：AOMORI 花嵐桜組

10 月 29 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 30 日（日）午前 11 時～ 「木庭袋靖子」箏演奏
午後１時半～ 「黒石八郎」ショー

11 月３日（木・
祝）

午前 10 時半～ 郷土芸能（弘前市民俗芸能保存連合会）
午後１時半～ りんご娘＆リンゴミュージックアーティスト LIVE

11 月５日（土） 午前 11 時～ 津軽手踊り
午後１時半～ 「木原たけし」歌謡ショー

11 月６日（日）
午前 10 時半～ 郷土芸能（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 12 日（土）午前 10 時半～ 津軽笛 佐藤ぶん太、の世界午後１時半～

11 月 13 日（日）午前 10 時半～ 津軽情っ張り太鼓曲打ち披露
午後１時半～ 「夢弦会」津軽三味線披露

10月24日～11
月 11 日の平日 午後１時半～ 「和三絃會」津軽三味線ライブ

※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

　「お城」にちなんだクイズラリー

　「お城」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、お城関連の賞品をプレゼントします。

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 21 日～ 11 月 13 日

▽参加料　無料（ただし、本丸・北の郭または弘前城
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
　期間中入園料が無料
　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、まつ
り期間中、弘前城植物園、弘前城本丸・北の郭、藤田
記念庭園の３施設の入園料が無料（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）

　弘前城本丸石垣解体プレイベント
▽とき　10月 30日、11月３日の午前９時半～午後
３時半（小雨決行）
▽ところ　弘前公園本丸および内濠
▽内容　○石垣現場説明会（内濠）／○石垣セミナー
（本丸）／○東内門特別公開（午前10時～午後 3時）
／○本丸発掘調査現地説明会（集合＝本丸天守台前）
…午前10時～、午後1時～（11月 3日のみ）
※事前の申し込みは不要。
▽参加料　無料（本丸への入園料は必要）
※広報ひろさき10月１日号でお知らせした石曳（び）
き体験・解体石垣番号付け記念体験は申し込み受け付
けを終了しました。
■問い合わせ先　公園緑地課（☎33・8739）

　市内の工芸品を一堂に会したセレクトショップ弘
前工芸舎では、「趣のある建物」の指定を受けてい
る旧紺屋町消防屯所で「弘前工芸舎・秋企画」を開
催します。市内の工芸品を数多く取り揃えています
ので、ぜひおいでください。
▽と き　10 月 21 日 ～ 23 日、28 日 ～ 30 日、
11月３日～６日、11日～ 13日の午前 10時～午
後４時
▽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）

まちなかクラフト村「弘前工芸舎・秋企画」

秋限定セレクトショップ

　とっておきのりんご

　「りんご王国」弘前に来ないとなかなか食べること
ができない珍しい品種のりんごや、「ふじ」などのお
なじみのりんごでも糖度が高いものなど、とっておき
のりんごを販売します。
※販売するりんごはその日によって異なります。
▽とき　10月 23日・30日、11月６日・13日
▽ところ　弘前城植物園内

　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）

まつり期間中は、植物園内に城
サミット・城ロボのブースも開
設されるよ！お城にまつわる楽
しい展示がたくさんあるので皆
さんぜひ見に来てね♪

まつり期間中、100円バスは午後８時まで延長運行。
■問い合わせ先　弘前バスターミナル（☎36・5061）
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市政情報
Town Information

　市民の健康づくりのために地域や職場など
で健康教養や運動の普及啓発などに取り組ん
でいる「ひろさき健幸増進リーダー」が、普
段取り組んでいる健康づくり活動について紹
介します。

【野菜をプラス 100g】
ビタミンや食物繊維など、健康維
持に欠かせない成分が含まれ、生
活習慣病予防に効果があるといわ
れている野菜。「あと100ｇ多め
に」を積み重ねれば、あなたの健
康度は変わってくるはずです。野
菜の豊富な季節に、皆さんもぜひ
心掛けてみましょう。

ひろさき健幸増進リーダーの

　「体を動かすことの楽しさを
たくさんの人に感じてもらい、
さらに健康になって欲しい」
という思いからリーダーにな
りました。最近ではボールを
使った教室で、指導などの活
動をしています。
　今は１歳児の母でもあり、
子どもの吸収力のすごさに驚
く毎日です。日々何気なく行っ
ていることから生活習慣の基
盤が作られていることを実感
します。子どもが望ましい生
活習慣を身に付けられるよう、

～子育てしながら健康づくり～ 宮川静香さん

リーダーと
して学んだ
事 を 生 か
し、まずは
私自身が気
を付けて環
境づくりを
行い、家族
の健康を守っていかなければ
と自覚しています。
　楽しい食事、規則正しい生
活、よく体を動かすことを心
掛け、できることから取り組
んでいきたいと思っています。

健幸増進リーダーからの
ワンポイントアドバイス

～第２回～【町会雪置き場事業】
　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】
　個人所有の小型除雪機や融雪槽または融雪ホースを
活用し、一般除雪によって幅員の狭くなった生活道路

地域の除排雪活動を支援します快適な雪国生活
の実現を

の拡幅や間口の融雪を町会などが行う場合、燃料費な
どを助成します。
～共通事項～
▽申請期間　11月１日～ 25日
▽実施期間　12月１日～平成29年３月 31日
■問い合わせ先　道路維持課（茜町２丁目、☎ 32・
8555）

　例年、燃料タンクの配管破損やポリタンクなどに小
分けにするときの不注意が原因で、灯油などを流出さ
せる事故が多く発生しています。油の流出事故は、河
川や農業用用排水路を汚染したり、上水道の取水が停
止したりするなど大事故につながる恐れがあります。
また、場合によっては、原因者が多額の費用を負担し
なければならないこともあります。事故を未然に防ぐ
ためにも、次のことを心掛けましょう。
①燃料タンクからポリタンクなどに小分けにするとき
は、最後までその場を離れない

灯油などの流出事故にご注意をこれからの季節
特にご注意を

②燃料タンクの配管を除雪機などで傷つけないよう、
積雪時でも配管の位置が分かるように目印を付ける
③燃料タンク内の減り具合が早いときや、燃料タンク
の周囲で油のにおいがするときは、油が漏れていない
か調べる
④燃料タンクの周りに防油堤を設ける
　万が一、油が漏れても、決して中和剤や洗剤などは
使わずに、速やかにご連絡ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（町田字筒井、
☎36・0677）／消防本部予防課（☎32・5104）

　収納課では、収入不足や借金などの金銭問題が原因
で市税などを滞納してしまった人を対象に、ファイナ
ンシャルプランナーによる無料納税相談を実施しま
す。収支を見直し、計画的な納税の方向性を一緒に考
えましょう。
※ファイナンシャルプランナー…家計や経営の収支・
返済計画の見直しなどで、総合的な診断とアドバイス
を行う専門家。
▽相談日　11 月 10 日・17 日・24 日・27 日の午
前 10時～ 11時、午後 2時～ 3時（24日は午後 6

ファイナンシャルプランナーによる無料納税相談

時～7時までの相談も受け付けています）
▽ところ　収納課（市役所新庁舎2階）
▽対象   市税などを滞納している人
▽相談方法　ファイナンシャルプランナーが個別に対
応します（１人につき１時間まで、先着順）
▽料金　無料
▽予約方法　10 月 31 日までに、電話または直接、
収納課まで申し込みください。
■問 い 合 わ せ 先　収納課（☎ 40・7032、40・
7033）

※今後も健幸増進リーダーの活動を随時紹介していきます。

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、下記３Ｒ（リデュース・リユー
ス・リサイクル）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府省が一体となり、毎年10月を３Ｒ推
進月間と定め、広く国民に向けてその普及啓発活

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・
部品の再利用→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

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、私たちの暮らしの中で取り組め
ることを見つけていきましょう。
■問い合わせ先　環境管理課資源循環係（町田字
筒井、☎35・1130）

　「岩木山百沢スキー場」と「そうまロマントピアス
キー場」のリフト券の料金改正をし、共通リフト券と
しました。共通化により、両スキー場で利用できます
ので、ぜひご利用ください。
　本改正は試験的に実施するものであり、今後、利用

状況や利用者の声を聞きながら、適正な使用料金につ
いて検討します。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

「岩木山百沢スキー場」と「そうまロマントピア
スキー場」の利用料金を改正しました

券種 使用時間帯 大人 小人・高齢者 備考
１回券 全日 250 円 180 円  
11 回券 全日 2,500 円 1,800 円  
１日券 岩木山百沢…営業開始～午後４時

そうまロマントピア…営業開始～午後５時 2,600 円 1,500 円 ファミリー券適用

ナイター券 午後５時～９時 1,500 円 800 円 ファミリー券適用

４時間券 岩木山百沢…営業開始～午後４時
そうまロマントピア…営業開始～午後５時 1,700 円 1,000 円 ファミリー券適用

午後・ナイター券 午後１時～９時 2,600 円 1,500 円 ファミリー券適用

シーズン券（記名式） 全日 市民＝ 1 万 6,000 円 市民＝ 8,000 円 ファミリー券適用
市民以外 =2 万 5,000 円 市民以外＝ 1 万 2,500 円 ファミリー券適用

シーズン券（無記名） 全日 3 万 5,000 円
※「大人」は中学生から満 65 歳、「小人」は小学生まで、「高齢者」は満 65 歳以上。
※「ファミリー券」は、大人１人と未就学児１人の家族２人で利用の場合、未就学児１人分が無料になります。  

  

●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

★生ごみ３キリ運動

使いキリ 野菜などの食材は必要
な分だけ買い、無駄な
く使いましょう。

作り置きができる料理
は、毎日少しずつ食べ
て食べきりましょう。

食べキリ

三角コーナーや水切り
ネットを使って生ごみ
の水気を切りましょう。

水キリ

 【日常生活でできる環境配慮行動】

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.１０.１５ 5

ウィンターシー
ズン間近！ぜひ
ご利用ください

一緒に考えること
から始めましょう

野菜100gの目安
（それぞれの野菜
に換算）

トマト（Ｓサイズ）…１個
キャベツ…葉２枚
きゅうり（Ｍサイズ）…１本
長なす…１本
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　弘前市成人式プログラムに掲載する有料広告を募集
しています。広告内容は式典プログラムの性格上、一
定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。
▽配布日　平成29年１月８日（日）
▽配布予定枚数　1,500枚
▽掲載規格など　４枠（縦45㎜以内×横85㎜以内）

※募集枠数を超える応募があった場合は、市内に主た
る事業所を有する掲載希望者を優先し、抽選により決
定します。
▽掲載料　5,000円
▽申込期限　11月 15日（火）
■問い合わせ・申込先　生涯学習課（岩木庁舎内、☎
82・1641）

　経済的理由により就学が困難な小・中学校児童生徒
の保護者に対して、学用品費などの就学費用を一部援
助します。
　援助を受けるためには、申請して審査を受ける必要
があります。申請は随時受け付けていますが、４月か
ら認定を受けるには、３月までに申請が必要です。
▽対象　市立小・中学校に就学する児童生徒の保護者
で、次のいずれかに該当する人
※市立小・中学校以外に就学している場合でも、児童
生徒および保護者が市内に居住している場合は認定で
きることがありますので、お問い合わせください。
○生活保護が停止または廃止となった人
○世帯全員が市民税所得割額非課税の人
※住宅借入金等特別税額控除は適用しません。

平成 29 年度就学援助申請を受け付け中学用品費などを
一部援助します

○国民年金保険料が全額免除の人
○児童扶養手当の全部支給（一部支給停止されていな
い）を受けている人
○市民税が減免決定された人
○国民健康保険料が減免決定された人
○そのほか、経済的に就学に困難な状況が認められる
人（学校などを通じて確認します）
▽申請に必要なもの　印鑑、平成28年１月２日以降
に転入した人は平成28年度所得課税証明書、市民税・
国民健康保険料の減免理由で申請する人は減免決定通
知書
■問い合わせ・申請先　学務健康課（岩木庁舎３階、
☎82・1643）／学務健康課弘前分室（市役所１階）
※電話での問い合わせは学務健康課へ。

弘前市成人式プログラムに掲載する有料広告
を募集します

有料広告を掲載
しませんか

　   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

 イベント
第 41 回
弘前大学経済学会大会
▽とき　10月 21日（金）
　　　　午後２時～５時40分
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
（文京町）４階多目的ホール
▽内容　講演「地方創生の経営戦略
～全国先進事例に学ぶ～」…講師・
大西達也さん（日本経済研究所）／
研究発表
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。駐車場は
ありませんので、公共交通をご利用
ください。
■問弘前大学経済学会事務局（細矢さ
ん、☎39・3281）

藤田記念庭園夜間開園

　ライトアップされた幻想的な空間
で、紅葉を見ながら散歩しませんか。
▽とき　10 月 21 日～ 23 日、28
日～ 30日の午後５時～９時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）洋館（藤田謙一資料室）、高台部、
低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子ども
＝100円
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

秋のカヌー試乗体験

▽とき　10月23日・29日・30日、
11 月５日・６日の午前 10 時～正
午
▽ところ　弘前公園西濠（集合＝西
堀ボート乗り場）
▽内容　初心者はインストラクター
と一緒にカヌーに乗り、経験者は一
人乗りカヌーで弘前公園西濠を散策
し、紅葉を眺め楽しみます。
▽対象　小学生～一般＝各回５人
（先着順）
▽参加料　１回500円（当日徴収。
各自傷害保険などに加入を）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　濡れてもいい服装、防寒

着、タオル
▽その他　市民体育館駐車場をご利
用ください。
■問 弘前 B&G 海洋センター（☎
33・4545）

鷹ヶ丘老人福祉センター作品展
▽とき　10 月 24 日～ 26 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～第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）

2016読書週間「いざ、読書。」

　秋の読書週間に合わせて、さまざ
まな催しを行います。
▽とき　10月 27日～ 11月９日
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）閲覧室
▽内容　えほんのすきなこ大集合！
…絵本の紹介／「ぶんぶく茶釜」で
記念撮影（撮影機器は各自で用意を）
【えほんのもりのおはなしかい（秋
スペシャル）】
▽とき　10 月 30 日、午前 10 時
半～ 11時
▽ところ　健康ホール（ヒロロ３階）
▽内容　読み聞かせ、パネルシア
ター、手遊びなど
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問こども絵本の森（☎35・0155）

弥生いこいの Halloween

　スタッフが魔女やお化けカボ
チャ、ドラキュラに仮装するほか、
魔女と撮影できる特設セットや馬車
なども仮装してイベントを盛り上げ

ます。魔女に会ったら合言葉を言っ
て、お菓子をGETしよう！
▽と き　10 月 29 日・30 日、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）ハイランドハウス前
▽内容　
○数量限定！カボチャのランタン作
り（30日の午後１時～２時、300
円）
○特大カボチャの重さ当てクイズ
（両日の午後2時～、無料）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

多胎児の家族の交流会
「ふたごちゃん・みつごちゃ
んと家族のつどい」

▽とき　10月 30日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　みどり保育園（吉野町）
▽内容　多胎児ならではの体験談や
情報交換、親子遊び、段ボールを使っ
た手作りおもちゃ、積む積むコー
ナーなど
▽対象　多胎児を妊娠している人、
未就学の多胎児を育てている家族
※当日参加も可能ですが、なるべく
事前に申し込みを。
■問みどり保育園地域子育て支援セン
ター（☎32・0510）

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　10月 31日（月）
　　　　午後１時～４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 28年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

市政情報
Town Information

　認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでし
まったり、働きが悪くなったためにさまざまな障害が
起こり、生活する上で支障が出ている状態を指します。
　認知症を引き起こす病気のうち、最も一般的なのは、
脳の神経細胞がゆっくり死んで脳が萎縮する変性疾患
と呼ばれる病気で、アルツハイマー病、前頭側頭型認
知症、レビー小体型認知症などがあります。
　続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化など
のために、神経の細胞に栄養や酸素が行き渡らなくな
り、その結果その部分の神経細胞が死んだり、神経の
ネットワークが壊れてしまう脳血管性認知症です。
　認知症を疑うような行動や体調の変化に気付いた
ら、かかりつけ医や認知症疾患医療センターなどの専
門の医療機関を受診しましょう。
　弘前愛成会病院認知症疾患医療センターでは、「も
の忘れ無料相談窓口」を設けています。「認知症に関
する相談」「認知症の検査・診断」「適切な治療」など
についての各種相談に応じています。相談は無料です
ので、気軽にご利用ください。
　また、認知症の介護に関する相談は介護福祉課（市

認知症で困ったら、抱え込まずに相談を不明な点などは
問い合わせを

役所本館２階）や各地区の地域包括支援センターで
行っていますので、ご利用ください。
　市では、認知症について正しく理解し、認知症の人
やその家族を温かく見守り、支援する「認知症サポー
ター」を養成しています。認知症サポーター養成講座
を希望する市内在住の10人以上のグループや事業所
に、認知症サポーター養成講座の講師役となるキャラ
バン・メイトを無料で派遣します。
■問い合わせ先　弘前愛成会病院認知症疾患医療セン
ターの相談について…弘前愛成会病院認知症疾患医療
センター（☎フリーダイヤル0120・085・255、受
付時間は平日の午前 9時～午後 5時〈日曜日、祝日、
年末年始を除く〉）／認
知症サポーター養成講
座および認知症に関す
る相談、各地区の地域
包括支援センターの連
絡先について…介護福
祉課自立・包括支援係
（☎40・7072）
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▽定員　40人
▽参加料　500 円（１ドリンク付
き）
※事前の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

サタディプラン

　土曜日に小・中学生を対象に、無
料で開催します。
▽日程・会場
【弘前文化センター（下白銀町）プ
ラネタリウム】
○わくわく☆こどもプラネ（子ど
も向けのプラネタリウム投影）　11
月５日・12日・19日・26日の午
前10時半～11時／中央公民館（☎
33・6561）
【弘前図書館（下白銀町）】
○おたのしみおはなし会と図書館の
探検隊（絵本の読み聞かせや紙芝居、
図書館地下書庫などの探検。対象は
小学校低学年）　11 月５日の午前
11時～正午／弘前図書館（☎32・
3794）
【市立博物館（下白銀町）】
○親子鑑賞会（開催展覧会の鑑賞。
保護者も無料）　11月５日・12日・
19 日・26 日の午前９時半～正午
／市立博物館（☎35・0700）
【郷土文学館（下白銀町）】
○親子文学散歩（クイズを解きなが
ら観覧）　11月５日・12日・19日・
26 日の午前 10時～正午／郷土文
学館（☎37・5505）
■問各会場へ。

第 20 回津軽塗フェア

▽とき　11月３日～６日、午前９
時半～午後５時半（６日は午後４時
まで）
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽内容　津軽塗の展示販売会、研ぎ
出し体験、修理再生相談
▽入場料　無料
■問青森県漆器協同組合連合会（☎
35・3629）

介護のしごと体験

▽とき　11月３日（木・祝）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　弘前厚生学院（御幸町）

▽対象　小・中学・高校生や介護に
興味のある人
▽参加料　無料
■問 10 月 31 日までに、電話で、弘
前厚生学院しごと体験担当（☎
33・2102）へ。

弘前市教育フェスティバル

　市内の小・中学校や特別支援学校、
教育委員会事務局の活動を紹介しま
す。
▽とき　11月３日（木・祝）
　　　　午前10時半～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　楽器演奏、学校紹介パネル
展示（６日まで）、タブレット端末
などの体験コーナー、クイズ大会な
ど
■問教育政策課（☎82・1639）

～味なりんごを音楽で～
ＪＡＺＺで楽しむ展覧会
～博物館企画展３「りんご王国の宝
物庫」イベント～
　当館学芸員による作品解説と、
ジャズによる音楽演奏会を同時に開
催します。「見る」と「聴く」を同
一空間で体感し、博物館の新たな魅
力を感じてみませんか。
▽とき　11月５日（土）
　　　　午後５時～６時半
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール・ロビー
▽出演　吉崎Band
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽その他　参加者にりんごをプレゼ
ントします。
■問市立博物館（☎35・0700）

グッド・トイ 2016
in ひろさき

【生涯木育－子どもからお年寄りま
で－】
▽とき　11月５日・６日の午前10
時～午後５時（６日は午後４時まで）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階、
①イベントスペース、②多世代交流
室２、③健康ホール
▽内容　①両日＝優良玩具の展示・
遊び体験、壊れたおもちゃを可能な
限りなおす「おもちゃ病院」、ワー

第８回パイプオルガン演奏会

▽とき　10月 29日（土）、午後 2
時～（午後1時半開場）
▽ところ　東奥義塾高等学校（石川
字長者森）礼拝堂
▽演奏　水木順子さん
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 東奥義塾高等学校（☎ 92・
4111）

刀剣保護プロジェクト第２弾

　博物館所蔵の刀剣 124 口の伝統
的な作法での手入れを一般公開しま
す。
▽とき　11 月１日～３日、午前
11時～正午、午後２時～３時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽講師　日本美術刀剣保存協会青森
県支部会員
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。公共交通
機関をご利用ください。
■問市立博物館（☎35・0700）

介護のしごと魅力発信セミナー

▽とき　11月１日（火）
　　　　午後２時～３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　「こどもから高齢者・認知
症の人まで役立つタクティール®
（触れる）ケア体験」…講師・原智
代さん（日本スウェーデン福祉研究
所、シルヴィアホーム認定インスト
ラクター）
▽定員　150人
▽参加料　無料
▽申し込み方法　10 月 28 日まで
に、電話で申し込みを。
■問弘前厚生学院講演会担当（☎
33・2102）

おとなの朗読会 2016 秋

▽とき　11月３日（木・祝）
　　　　午後２時～
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室
▽朗読者　三上あきこさん
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クショップ「ひばひよこをつくろう」
（各日限定 50個〈先着順〉）／②５
日の午後２時～５時＝東北・北陸お
もちゃサミット、６日の午後１時～
２時＝研修会（子どもの発達とおも
ちゃ・遊び～発達を支えるおもちゃ
の力～）／③６日の午前 11時～正
午＝人形劇
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問青森グッド・トイ委員会（☎
35・0156）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

2016 ラストコール
ゴルフコンペ
▽とき　11月６日（日）
　　　　午前８時半集合
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
▽競技方法　18ホールズストロー
クプレイダブルペリア方式（打ち切
りなし）
※そのほかローカルルールに基づき
ます。
▽対象　市民＝36人（９組）
▽参加料　3,500円（昼食付き）
※事前の申し込みが必要。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎兼■Ｆ
36・7855）

表千家流チャリティー茶会

▽とき　11月６日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　まちなか情報センター
（土手町）

▽茶券　300円
※売り上げはすべて、市社会福祉協
議会へ寄付します。
■問表千家流弘前地区教授者会（三浦
さん、☎36・9880）

ヒロロスクエアのイベント

【ヒロロどうぶつランド】
▽とき　11月６日（日）
　　　　午前10時～午後３時
※ポニー乗馬…午前の部＝ 11時～
正午、午後の部＝１時～２時（各回
限定15組）
▽ところ　①ヒロロ（駅前町）と日
専連ビルの間の遊歩道／②ヒロロ３
階文化交流館窓口前など
▽内容　①ポニーに触れよう・乗ろ
う・写真を撮ろう、ウサギ・モルモッ
トを抱っこしよう、エサやり体験（ポ
ニー、ヤギ）、弥生いこいの広場Ｐ
Ｒコーナー／②弥生いこいの広場ク
イズコーナー
▽対象　ポニー乗馬は小学生まで
▽参加料　無料　
※事前の申し込みは不要。
▽その他　荒天時は中止または開催
時間を延期する場合があります。ま
た、参加者が多数の場合や動物達の
体調によっては体験などができない
場合があります。
【2016 きものの日～時代（とき）
をつなぐきものショー～】
▽とき　11月 12日（土）、午後２
時～（午後１時半開場）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　きものショーを通じて、子
どもから大人まで伝統文化に触れる

ことができるイベント
です。
▽入場料　無料
■問 ヒ ロ ロ ス ク エ ア
賑 わ い 創 出 委 員 会
事 務 局（ 市 民 文 化
交 流 館 内、 ☎ 35・
0154）／青森わごこ
ろの会（■Ｅ aomori_
wagokoro@yahoo.
co.jp）

第 14 回文化センター
フェスティバル
　弘前文化センター（下白銀町）で
活動している文化グループの皆さん
によるフェスティバルです。
　ホールでの発表会や作品展示、体
験コーナーを通して日ごろの活動成
果を発表しますので、どなたでも気
軽においでください。
▽日程と内容　
○作品展示…11月 12日～ 14日、
午前 10 時～午後４時（14 日は午
後３時まで）
○ホール発表…11 月 13 日、午前
11 時～午後３時半　（午前 11 時
10分～午後１時までを除く）
▽ところ　弘前文化センター
▽入場料　無料
▽その他　参加グループ名など
は中央公民館事務室前に掲示す
るほか、ホームページ（http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
chuokominkan/）にも掲載しま
す。詳しくは問い合わせを。
■問中央公民館 ( ☎ 33・6561、火
曜日は休み )

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.１０.１５

　10月 29日・30日に開催される全国城サミットでは、熊本城復興をテーマのひとつに掲げ、義援金を募ります。
29日には、くまモンが応援にかけつけ、熊本県のPRやくまモン体操などのステージイベントを行います。義援金
へ2,000 円以上の寄附をした人は、現存12天守熊本城復興支援オリジナルトランプ
（限定500個）がもらえますので、くまモンと一緒に熊本城の復興を応援しましょう。
▽とき　10月 29日（土）、午後３時～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町、３階）イベントスペース
▽入場料　無料
※当日は混雑が予想されます。観覧の際は、係員の指示に従ってください。
■問広聴広報課（☎40・0494）

 
ヒロロにくまモンがやってくる ! !
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弘前自衛隊音楽まつり

▽とき　平成29年１月22日（日）、
午後４時開演（予定）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽出演　陸上自衛隊第９音楽隊、Ａ
ＯＭＯＲＩ花嵐桜組、岩木登山ばや
し保存会
▽申し込み方法　11 月１日～ 12
月２日（必着）に、往復はがきに
必要事項を記入の上、〒 036・
8533、原ヶ平字山中 18 の 117、
陸上自衛隊弘前駐屯地広報室へ申し
込みを。
【往信用裏面】住所・氏名・年齢・性別・
電話番号・希望人数（１～２人）
【返信用表面】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）
※応募は１人１枚とし、抽選によ
り、返信はがきで当落をお知らせし
ます。当選はがき１枚につき２人ま
で入場可。
■問陸上自衛隊弘前駐屯地広報室（☎
87・2111〈内線 205〉）

弘前大学農学生命科学部
公開講座「たまごと牛乳の話」
▽とき　10月 23日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前大学農学生命科学部
（文京町）３階302講義室
▽内容　講演「たまごの話」…講
師・鈴木裕之さん（農学生命科学部
教授）、「牛乳・乳製品の話」…講師・
戸羽隆宏さん（農
学生命科学部教授）
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。
■問弘前大学農学生命科学部地域連携
推進室（藤江さん、☎39・3756）

ごはん DE ベーグル
＆元気スープ作り
▽とき　10 月 29 日（土）、午前

10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）調理室
▽内容　国産強力粉と自然農法産米
を使ったベーグルと、野菜たっぷり
のスープを作ります。
▽対象　親子＝12組（先着順）
※兄弟で参加する人は、申込時にお
知らせください。
▽参加料　１組500円
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん、ハンドタオル
■問 10 月 23 日 ま で に、 美 育・
食 育 は な か（工藤さん、☎携
帯 090・9747・7480、 ■Ｅ
hanakafamily@gmail.com）へ。
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

市民公開講座と
マッサージ奉仕
▽とき　10月 30日（日）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園2丁目）２階
▽内容　
①「理学療法士のお仕事」（午前
10 時～午後 0時 15 分）…講師・
牧野美里さん（弘前大学医学部保健
学科理学療法学専攻助教）
②「家庭でできるセルフエクササ
イズの実技指導」（午後１時～３時
15分）…講師・石川大瑛さん（弘
前大学医学部保健学科理学療法学専
攻助教）※実技のできる服装でおい
でください。
③マッサージ奉仕会（午後３時 15
分～５時）
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問藤田はりきゅうマッサージ（☎
33・6435〈平日の午後〉）

創業・起業サポートセミナー

　「創業したいけど何から始めたら
いいかわからない」という人のため
のセミナーです。
▽とき　① 11月２日、②９日、③
16日、④ 30日の午後６時～８時
▽ところ　土手町コミュニティー
パークコミュニケーションプラザ棟
２階ほか

弘前市社会福祉大会

　「ふれあいのまちづくり」をスロ
ーガンに開催します。
▽とき　11月 18日（金）
　　　　午後０時半～
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽内容　①オープニングアトラクシ
ョン／②福祉協力校活動体験発表／
③記念講演／④式典（社会福祉事業
の功労者表彰）／⑤福祉施設・団体
で作った加工食品、野菜、工芸品な
どの即売
▽入場料　無料
■問市社会福祉協議会（宮園２丁目、
☎33・1161）

ＮＨＫ放送番組
「民謡をたずねて」
公開収録観覧者募集

　日本を代表する民謡歌手が、地元
をはじめ全国各地の民謡の魅力を紹
介する番組です。
▽とき　11月 12日（土）、午後 1
時半～（午後１時開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽出演者　山本謙司さん、関下恵子
さん、武花千草さんほか
▽申し込み方法　10 月 26 日（必
着）までに、往復はがき（私製を除
く）に必要事項を記入の上、〒030・
8633（住所不要）、ＮＨＫ青森放
送局「民謡をたずねて」観覧係へ申
し込みを。
【往信用裏面】郵便番号・住所・氏名・
電話番号
【返信用表面】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）
※応募多数の場合は抽選の上、当選
者には入場整理券（１枚で２人入場
可）を、落選者には落選通知を 11
月 1 日に発送予定です。なお、未
就学児の観覧はお断りしています。
▽その他　応募の際に取得した情報
は、抽選結果の連絡のほか、NHK
の受信料のお願いに使用する場合が
あります。
■問ＮＨＫ青森放送局（☎青森017・
774・5111、 ■Ｈ http://nhk.jp/
aomori）

▽内容　①「創業スタートアップ」
…講師・石川悟さん（インキュベー
ション・マネジャー）／②「資金調達、
融資制度」…講師・日本政策金融公
庫弘前支店、市商工振興部・そのほ
か創業者の事例発表／③「創業の手
続き、会計の基礎知識」…講師・川
村啓之さん（社会保険労務士）、薬
師山正人さん（税理士）／④商品づ
くりとファンづくり～商売をデザイ
ンする～」…講師・常田あきえさん
（MEDIA Maker）
▽対象　創業に興味のある人、創業
予定の人、創業後間もない人
▽参加料　無料
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（住所、氏名、電話番
号、性別、年齢を記入）で申し込み
ください。
■問ひろさきビジネス支援センター
（☎ 32・0770〈平日の午前 9 時
～午後 5 時〉、■Ｆ 32・0771、■Ｅ
hbsc@jongara.net）

弘前大学人文社会科学部
国際公開講座 2016

「日本から世界へ－時空をこえる人
文学－」
　人文学研究の「今」を分かりやす
くお伝えします。日本や世界の文化・
歴史を再発見してみませんか。
▽とき　11月３日（木・祝） 
　　　　午前10時～午後４時半
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館岩木ホール（文京町）
▽内容　講演①「古代東北の文字文
化をさぐる」…講師・武井紀子さん
（弘前大学人文社会科学部講師）、②
「イスラーム史の中の“カリフ”－
指導者像の形成と展開－」…講師・
亀谷学さん（同大学講師）、③「ニュー
ジーランドから学ぶ共生の作法」…
講師・澤田真一さん（同大学准教授）、
④「考古学から見たアイヌと和人」
…講師・関根達人さん（同大学教授）
／特別講演「『源氏物語』から世界へ」
…講師・李愛淑さん（国立韓国放送
通信大学校教授）
▽定員　100人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（古川さん、☎ 39・
3198）

秋の陶芸体験教室

▽とき　11 月５日・26 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　基礎を学びながら、手ろく
ろによる簡単な物を自由に制作し、
色付けして個性あふれる作品を目指
します。
▽講師　神恭彦さん
▽定員　10人（先着順）
▽参加料　550 円（材料費、保険
料として）
▽持ち物　ふきん（ぞうきん）１枚
※汚れても良い服装でおいでくださ
い。
■問 11月 3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。

笑って、学んで、認知症を
理解しよう

【認知症の理解とその対応】
▽とき　11月５日（土）
　　　　午前10時～ 11時
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）体育室
▽内容　じゅんちゃん一座による寸
劇「姑VS嫁　絶対お前が盗ったん
だ」、認知症についての話…講師・
竹内淳子さん（十和田市中央病院メ
ンタルヘルス科診療部長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前暮らしの保健室（佐藤さん、
☎携帯070・3149・4890）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

第 15 回鳴海・弘前中央病院
健康講座
　「女性の健康について～乳がん・
子宮がん～」をテーマに、女性を中
心に行う乳がん・子宮がん検診につ
いて紹介します。
▽とき　11月５日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前商工会議所会館（上
鞘師町）２階大ホール
▽内容　講演「マンモグラフィ検診
について」…講師・寺山順子さん（鳴

海病院診療放射線部技師長）、講演
「女性のがん検診について」…講師・
大橋正俊さん（鳴海病院健康管理セ
ンター長）　　　　
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問鳴海病院健康管理センター（☎
37・2550）

創業フォローアップセミナー

　創業後の経営の悩みを解決するヒ
ントを学んでみませんか。
▽とき　11 月９日（水）、午後１
時半～５時（午後１時開場）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）視聴覚室
▽内容　①セミナー（販売促進策、
資金繰り、集客方法のヒントなど）、
②個別相談会（１人15分程度）
▽講師　伊藤朗さん（ＡＢＣオフィ
ス代表取締役、中小企業診断士）
▽対象　創業後５年未満の経営者
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問青森県信用保証協会経営支援課
（ ☎ 青 森 017・723・1356、 ■Ｆ
017・722・9870、 ■Ｅ shien@
cgc-aomori.jp）

裂き織りでブローチを作ろう

　古くなった布や着なくなった服を
再利用して、初心者でも簡単にでき
る裂き織り体験をしてみませんか。
▽とき　11月 12日（土）　
　　　　午前９時半～正午
▽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　石田美津子さん
▽対象　中学生以上＝10人
▽参加料　無料
▽ 持 ち 物　
フォーク（大
きめのもの）、
ハンカチや手
ぬぐいなどの
不要になった
布
■問 10 月 25 日から、弘前地区環
境整備センタープラザ棟（☎ 36・
3388、受付時間は午前 9時～午後
４時）へ。
※月曜日は休館日。

 教室・講座
 



12 13

 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

学講師）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問 11 月 14日までに、電話かファ
クスまたはＥメールで、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

第 14 回津軽健康大学
（市民公開講座）
▽とき　11月 19日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）
▽内容　講演「知っておきたい！ス
ポーツによるケガの救急処置」…講
師・津田英一さん（弘前大学大学院
医学研究科リハビリテーション医学
講座教授）
▽対象　市民
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問市医師会事務局　（竹内さん、☎
32・2371、■Ｆ 32・2137）

東北女子大学公開講座

▽とき　11月 19日（土）
　　　　午前10時半～午後１時半
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「おさかな食育クッキング
～旬の魚いただきます♪～」
▽対象　食育に関心のある親子また
は一般＝40人
▽受講料　１組500円
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選で決定。
■問 弘前丸魚（☎ 27・2345、■Ｈ
http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html）

第３回市立博物館歴史講座

　弘前の歴史について分かりやすく
紹介します。
▽とき　11月 20日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「蝦夷地警備と松前詰合
日記－斎藤勝利はなぜ斜里へ警備に

行かなければならなかったのか？
－」
▽講師　長谷川成一さん（弘前大学
名誉教授）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
■問 10月 26日から、市立博物館（☎
35・0700、受け付け時間は午前
８時半～午後５時）へ。

秋の火災予防運動

「消しましょう　その火その時　そ
の場所で」（平成28年度統一標語）
　10 月 17 日～ 23 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から
の火災を防ぐために、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。

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５日・19 日の午後
１時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ

文化グループ講習会

　中央公民館（弘前文化センター
内、下白銀町）で活動している文化
グループ「古典を読む会」では、一
般向けの講習会を開催します。
【講習会】
▽とき　11月 13日（日）
　　　　午後１時半～２時半
▽ところ　弘前文化センター３階視
聴覚室
▽内容　「枕草子」の音読
▽講師　畠山篤さん（弘前学院大学
教授）
▽定員　10人（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具
■問 11 月９日までに、電話かファ
クスまたはＥメールで、中央公民
館（☎ 33・6561、■Ｆ 33・4490 
■Ｅ chuuoukou ＠ city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

弘前市民健康推進協議会
男性料理教室
　広報ひろさきに掲載している「食
改さんおすすめレシピ」のメニュー
などを一緒に作ってみませんか。
▽とき　11月 15日（火）
　　　　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　揚げない酢鶏、ひじきたっ
ぷりサラダ、白菜ラーパーツァイな
ど
▽対象　市内に在住する男性＝ 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。

ベテランズセミナー

　健康維持や生活習慣病予防のため
に、時間栄養学の話を聴いてみませ
んか。
▽とき　11月 17日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽講師　前田朝美さん（東北女子大

３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

平成 29 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。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
14 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 15 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２
日～ 13 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５
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６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９時～午後５時
※希望が重複した場合は、11 月
29 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 29 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日の午前８時半～午後９時
（ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12月４
日の午前 10時から同館で抽選を行
います。
○一般受け付け　平成 29年１月１
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）

空き家実態調査

　空き家の現況を把握するため、実
態調査を実施していますので、ご理
解とご協力をお願いします。
▽調査期間（予定）　平成 29 年１
月末まで
▽調査対象　市内全域
▽内容　調査員が市から交付された
身分証明書を携行し、空き家である
と思われる建物について外観調査、
写真撮影を行います。

　なお、本調査は空き家対策のため
の基礎資料を作成する目的で実施す
るものであり、課税などには一切関
係ありません。
■問建築指導課開発指導係（☎ 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　乳井字岩ノ下、乳井字外ノ
沢、原ケ平字山中の各一部
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎、☎55・6895）

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／完了検査受検の啓
発
■問建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

 その他
  

 

 

　官民協働による「市民便利帳くらし弘前2017」の
発行を平成29年 1月に予定しています。
　本冊子は、市の紹介や市が提供するさまざまなサー
ビスなどを掲載するとともに、企業広告を掲載してお

り、株式会社サイネックスと官民協働事業で発行し、
市内の全世帯および転入者世帯に配布を行います。
　この事業は、発行・配布のすべてを広告収入でまか
なっており、それに伴う広告主を募集するため、株式
会社サイネックスの社員が事業者の皆さんを訪問する
場合がありますので、ご協力をお願いします。
▽広告募集期間　10月～ 11月（予定）
▽発行部数　80,500 部（Ａ４判フルカラー、約
140ページ）
▽配布時期　平成29年２月～３月（予定）
※表紙のデザインは実物と異なる場合があります。
■問広聴広報課（☎ 35・1194）／広告については株
式会社サイネックス（☎青森017・775・3623、■Ｆ
017・775・3627）

市民便利帳

H I R O S A K I  C I T Y  L I F E  G U I D E B O O K2 0 1 7 年度

弘前市
ガイド

名所案内・自然
歴史・特産品など

行 政
ガイド

暮らしの手続き・
窓口案内など

生 活
ガイド

身近な医療機関の
ご案内など

0弘前市ガイド

00緊急・災害

届出・証明 00

国保・年金・
保険・税金 00

00健康

00相談窓口

00施設案内

000生活ガイド

雪対策

00福祉（子ども）

00福祉（高齢者）

00福祉（障がい者）

00ごみ・
リサイクル

00くらし

00学校教育

00

弘前消防本部・病院案内専用電話 ☎0172-32-3999
救急医療情報システムの加入医療機関の問い合わせ

弘前市急患診療所 弘前総合保健センター ☎0172-34-1131
夜間や日曜日など、一般の医療機関で受診できないときの救急患者が対象です。

青森県弘前市大字上白銀町1-1
（代表）☎0172-35-1111弘前市役所へのお問い合わせ

開庁時間 ： 午前8時30分～午後5時00分 （土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）

弘前市
×

株式会社
サイネックス

タメノブーン たか丸くん

「市民便利帳
くらし弘前 2017」
の広告募集

事業者の皆さんへのお願い

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.１０.１５
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談には事前の予約が必要です。
▽とき　11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）

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
定した避難訓練などの消防訓練を実
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 27日（木）
　　　　午後３時～３時半
▽ところ　弘前市役所本庁舎内
■問 財産管理課財産係（☎ 35・
1120）

健康診査を受けましょう

　自分の健康状態を定期的な健康診
査の結果（数字）で把握しましょ
う。今年度の国保特定健康診査・後
期高齢者健康診査は、平成 29年３

月 15日まで受診ができます。
▽対象　国民健康保険に加入してい
る 40歳以上の人・後期高齢者医療
制度に加入している人
▽料金　無料
※健康診査には約１万円の費用が掛
かりますが、受診券を持参すると
無料で受診できます／詳細は「平
成28年度健康と福祉ごよみ」24・
26ページをご覧ください。
■問国保特定健康診査について…国保
年金課国保運営係（☎ 35・1116）
／後期高齢者の健康診査について…
国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）

「消防マイスターカード」
をゲットしよう !!
 ゲーム、クイズをしながら楽しく
防災を学べる防災チャレンジコース
を 11月１日に東消防署に開設しま
す。頭と体を使いながら学び、防災
知識を高めましょう。
▽とき　11月１日～、①午前９時
半～ 10 時 20 分、②午前 10 時半
～ 11時 20分
▽ところ　東消防署（城東中央５丁
目）３階防災教育室
▽対象　幼児～小学校低学年

市の指名業者登録平成 29 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。
　新たに登録を希望する業者や、現
在指名業者として登録され、引き続
き登録を希望する業者は、受付期間
内に申請してください。
▽受付期間　11月１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
す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。
■問法務契約課契約係（市役所３階、
窓 口 353、 ☎ 35・1137、40・
7023）

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

■問弘前地区消防事務組合東消防署
（☎27・1151）
※詳しい内容は 11月より弘前地区
消防事務組合ホームページへ掲載さ
れます。

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、全国一斉パトロールを実施しま
す。
　当市でも、建設リサイクル法が遵
守されているか、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 24日～ 28日
■問建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

あなたの体力年齢を
診断します
▽とき　10月 29日（土）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽調査種目　握力、上体起こし、長
座体前屈、反復横とび、急歩または
20ｍシャトルラン、立ち幅跳び
▽対象　市民
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
タオル
※事前の申し込みは不要。直接会場へ。
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

2016 岩木文化祭出店者
・参加者募集
▽とき　11月 19日・20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」（いず
れも賀田１丁目）
【ふろしき市…19日・20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…19日・20日】
　絵画、書道、手芸などなんでもＯ
Ｋ！皆さんの趣味の発表の場です。
▽作品搬入　11 月 16 日、午前９
時～
【芸能発表…20 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 17 日の午前９時～ 28 日
に、電話で、岩木文化祭運営委員
会（中央公民館岩木館内、☎ 82・
3214）へ。

人材確保にお悩みの
事業主の皆さんへ
～企業と求職者のかけはしに～
　ひろさき生活・仕事応援センター
では、弘前市無料職業紹介事業を実
施しており、企業の人材確保も支援
しています。
　ハローワークや有料職業紹介事業
者を介して人材を求めているもの
の、なかなか集まらないとお悩みの
場合は、企業のことをよく知る企業
支援員が個別に訪問し、人材確保に
ついてのアドバイスをしますので、
気軽にご連絡ください。
　また、当センターに郵送かＥメー
ルで所定の求人票を提出すれば、相
談者の適性などを確認した上で、無
料で人材を紹介します。
▽求人の取扱地域　弘前市、平川市、
黒石市、藤崎町、板柳町、大鰐町、
田舎館村、西目屋村
▽求 人 票 の 提 出 方 法　市ホー
ム ペ ー ジ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/kurashi/
sumai/seikatsushigotoouen.
html#shoku_shokai）から求人
票をダウンロードし提出してくださ
い。
■問ひろさき生活・仕事応援セン
ター（駅前町９の 20、ヒロロ３階
ヒロロスクエア内、☎ 36・3776、
■Ｅ jiritsushien@city.hirosaki.
lg.jp）

ひろさき就職説明会・面接会

▽とき　11 月９日（水）、午後１
時～４時（受け付けは午後０時半～
３時半）

 

休日在宅当番
▽診療時間　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／
13

斎藤耳鼻咽喉科医院（城
東２）

☎26・0033

27 成田眼科クリニック（森
町）

☎35・5155

歯　科
11／3 清歯科医院（青山５） ☎37・8020
6 くどう歯科（茂森町） ☎31・0120
13 松山歯科医院（富田３） ☎33・2020
20 やまざき歯科医院（大清

水４）
☎39・6666

23 弘南歯科医院（川先４） ☎26・0888
27 たかち歯科医院（向外瀬

４）
☎37・5533

内　科
11／6 佐藤内科小児科取上医院

（取上２）
☎33・1191

13 さがらクリニック（桔梗
野１）

☎37・2070

20 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
27 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,025人　   （－    129）
　 男　　  80,685人　   （－              48）
　 女　　  95,340人　   （－              81）
・世帯数　 71,452世帯    （－           22）
平成 28年 9月１日現在（推計）

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

居合道・杖道体
験教室

10月 22日、11月 12
日の午後６時～８時

勤労青少年ホ
ーム（五十石
町）

市民 無料 道具は貸し
出します。

各開催日の前日までに、電話で、弘前剣
道連盟居合道・杖道部事務局（木村さん、
☎携帯090・5832・3694）へ。

市民太極拳教室
11月４日～ 12月９日
の毎週金曜日、午後１
時～３時

笹森記念体育
館（下白銀町）
武道場

市民
600円
（保険料
を含む）

筆記用具の
持参を。
（※２）

弘前市武術太極拳連盟（鹿内さん、☎
28・2548）

体力維持のため
のカラダづくり
体操教室

11月８日～ 12月 20
日の毎週火曜日、午前
10時半～ 11時半 市民体育館（五

十石町）フィ
ットネスルー
ム

12人 無料 （※２） 10月 25日（必着）までに、市民体育館（〒
036・8362、五十石町７、☎ 36・
2515）へ。
（※ 1）（※３）ストレッチ＆筋

トレで体が元気
に！体操教室

11月 10日～ 12月
22日の毎週木曜日、午
前 10時半～ 11時半

12人 無料 （※２）

ソフトバレーボ
ール体験教室

11月８日～ 29日の毎
週火曜日、午前 10時
～ 11時半

金属町体育セ
ンター体育室 市民＝ 12人 無料 （※２）

10月 31日（必着）までに、金属町体育
センター（〒 036・8245、金属町 1の 9、
☎ 87・2482）へ。
（※ 1）（※３）

脳トレ＆ミニバ
ランスボール教
室

11月 10日～ 12月
22日の毎週木曜日、午
前 10時～ 11時

弘前B&G海洋
センター（八
幡町１丁目）
武道場

40人 無料
バランスボ
ールは貸し
出します。
（※２）

10月 28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、☎ 27・3274）へ。（※ 1）
（※３）

プールで体力づ
くり教室

11月 21日～ 12月
26日の毎週月曜日、午
後１時～２時

温水プール石
川（小金崎字
村元）

市民＝ 20人 無料
水着、水泳
帽、バスタ
オル

11月４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。（※ 1）（※３）

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・電話番号・教室名を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※２…室内用シューズの持参を。
※３…家族、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。
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。各自傷害保険に加入を。

各種スポーツ・体操教室

▽ところ　アートホテル弘前シティ
（旧ホテルナクアシティ弘前、大町
１丁目）プレミアホール
▽対象　ハローワークに求職登録し
ている人
※当日会場でも登録できます。
▽参加料　無料
▽持ち物　履歴書、ハローワーク
カード
※参加企業など、詳細は青森労働局
または市ホームページをご覧くださ
い。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（弘前就労支援センター
内、☎55・5608）

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.１０.１５
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だより “津軽”の話題満載

　りんごの産地として全国的に著名な黒石市で、秋の収穫
祭が開催されます。自家消費用・贈答用りんごなどを販売
する「りんご市」をはじめ、黒石米の試食やりんごの皮む
き大会が楽しめる「収穫感謝祭」、地場産品を展示・販売
する「ふるさと産業展」などのイベントのほか、姉妹都市
である岩手県宮古市の協賛による海産物・物産品の販売な
ども予定していますので、ぜひおいでください。
▽とき　11月 19日（土）、午前９時～午後４時／ 20
日（日）、午前９時～午後３時
▽ところ　スポカルイン黒石（黒
石市ぐみの木３丁目）メインア
リーナ・北駐車場
■問い合わせ先…黒石りんごまつ
り実行委員会事務局（黒石市商工
観光課内、☎52・2111）

秋の収穫感謝祭　黒石りんごまつり
黒石市

市
町
村
イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー

11
月

10
月

12 月上旬 第12回津軽三味線シニア
全国大会

津軽三味線の全国大会を今年も大鰐町で開催。県内外の奏者が腕を
競います

未定12
月

19 日 アップルフェアin鰐come 大鰐農家による農産物の販売と、そのほかアトラクションを用意し
てます

アップルフェア実行委員会事務局 (
ＪＡつがる弘前大鰐購買センター、
☎48・3164）

19日・20日 シクラメン市＆収穫感謝
祭

シクラメンなど、約 5,000 鉢の花々を展示販売！そのほかたくさ
んのイベントが目白押しです

田舎館村企画観光課（☎ 58・
2111）

20日 第46回西目屋村民文化祭 村民による芸能発表や作品展、各種体験コーナーも開催されます 西 目 屋 村 教 育 委 員 会（ ☎ 85・
2858）

23日 食＆農フェスタ２０１６ 板柳町産のりんごやお米など、良質な農産物を堪能できる催しが盛
りだくさん

板 柳 町 産 業 振 興 課（ ☎ 73・
2111）

26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（☎ 44・3055）

26日・27日 第4３回町民祭 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）

11 月 下 旬
（予定）

ひらかわイルミネーション
プロムナード

建物や街路灯をイルミネーションで装飾します。多くのイベントも
開催予定です

平川市経済部商工観光課（☎ 44・
1111）

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

11 月中旬ま
で

大鰐観光りんご園 大鰐町内のりんご園で、「もぎたてのりんご」にかぶりついてみませんか？
問い合わせは直接、各りんご園へ。050・3518・9277（山田薫園）／ 48・3717（山田梅雄園）／
48・3707（原子一行園）　／ 48・4569（原子茂富園）　／ 48・3751（山田敏彦園）

13日～
11月６日

中野もみじ山ライトアップ
「光のファンタジー」

紅葉の景勝地「中野もみじ山」の夜を色とりどりのムービングライ
トが彩ります

黒石市商工観光課（☎ 52・2111）

14日～16日 津軽の食と産業まつり（弘
前）

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）

15日・16日 全国伝統こけし工人フェス
ティバル（黒石市）

全国の伝統こけし工人が一堂に集結。特徴ある全国各地のこけしの
展示即売会を行います

津軽こけし館（☎ 54・8181）

21日～
11月 13日

弘前城菊と紅葉まつり 菊人形の今年のテーマは大河ドラマ「真田丸」。特別照明により夜
も楽しめます

弘前市立観光館（☎ 37・5501）

22日～
11月６日

金平成園 一般公開 かつて津軽地方を風靡（ふうび）した大石武学流。その作風を伝え
る貴重な庭園が一般公開されます

黒石市文化スポーツ課（☎ 52・
2111）

29日・30日 第４回全国城サミットin弘
前

お城の魅力が満載。お城をテーマに講演やイベントが行われます 弘 前 市 広 聴 広 報 課（ ☎ 40・
0494）

29日・30日 ひらかわハロウィン 平賀駅前通りを中心に老若男女が楽しめるハロウィンイベントを開
催します

平川市経済部商工観光課（☎
44・1111）

■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・1194　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。

町民力の結集！第４回ふじさき秋まつり
藤崎町

　藤崎町の二大特産品である「米」と「りんご」の収穫
感謝祭、「ふじさき秋まつり」が開催されます。
　青森県初の特Ａ米「青天の霹

へきれき
靂」を使った日本一の

「ジャンボおにぎり」作りや「ふじ」のりんごを使った
「ジャンボアップルパイ」作りのほか、文化芸能発表会
や健康コーナー、農産物直売コーナーや出店なども充実
していますので、皆さんぜひおいでください。
▽とき　11月 19日（土）・20日（日）の午前９時半
～午後３時（予定）
▽ところ　スポーツプラザ藤崎、
藤崎町文化センター、藤崎町役
場駐車場など
■問い合わせ先　ふじさき秋ま
つり実行委員会事務局（藤崎町
企画財政課内、☎75・3111〈内
線 2222〉）

青天の霹靂を使った
「ジャンボおにぎり」

盛況な「黒石りんご
まつり」の様子


