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　市では、低迷するごみ処理状況を受け、「弘前市一
般廃棄物処理基本計画」を今年４月に策定し、『循環
のまち弘前』を目指して取り組みを進めています。
　今年度は主に、古紙類、使用済小型家電、衣類の分
別回収や３キリ（使いキリ、食べキリ、水キリ）運動
などの取り組みを強化し、また、「家庭系ごみの有料化」
についても検討しています。
　これらの取り組みについて、市民の皆さんの意見を
聞き、今後のごみの減量化・資源化推進の参考とする
ため、下表のとおり意見交換会を開催します。
※各会場の駐車場には限りがありますので、公共交通
機関の利用や自家用車への乗り合いにご協力をお願い
します。ヒロロ駐車場利用者には無料認証を行います
ので、会場へ駐車券を持参してください。
■問い合わせ先　環境管理課廃棄物政策係（☎
32･1969）

　「臨時福祉給付金」「障害・遺族基礎年金受給者向け
給付金」の申請期限が近づいています。
　まだ申請書を提出していない人は、忘れずに申請を
してください。なお、やむを得ない場合を除き、申請
期限までに申請をしないと給付金の受給ができなくな
りますのでご注意ください。
　対象者だと思うのに申請書が届いていない人や、申
請書を紛失した人は、お問い合わせください。
▽申請期限　11月 30日（水）

【臨時福祉給付金（3,000 円）】
▽対象　平成 28年度市民税非課税者（平成 28年度
市町村民税課税者の税法上の扶養者や生活保護等受給
者は除く）
【障害・遺族基礎年金受給者向け給付金（３万円）】
▽対象　平成28年度臨時福祉給付金支給対象者のう
ち、平成28年５月分の障害基礎年金または遺族基礎
年金の受給者（高齢者向け給付金の受給者は除く）
■問い合わせ先　臨時給付金対策室（☎40・7120）

皆さんの声を聞かせてください皆さんの声を聞かせてください
ごみの減量化・資源化について意見

交換会

日時 会場
11 月 23 日（水・祝）午後６時半～ 北辰学区高杉ふれあいセンター（独狐字山辺）
11 月 24 日（木）午後６時半～ 中央公民館相馬館（五所字野沢）
11 月 25 日（金）午後６時半～ 市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４階）
11 月 27 日（日）午後２時～ 市民文化交流館ホール
11 月 29 日（火）午後６時半～ 中央公民館岩木館（賀田１丁目）

「臨時福祉給付金」「障害・遺族基礎年金
受給者向け給付金」申請期限間近です！

確認じゃ！

「臨時福祉給付金」「障害・遺族基礎年金
確認じゃ！
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すること
▽相談員　行政相談委員

　不 動 産 相 談

▽とき　毎月第２・３木曜日、午後１時～４時
▽内容　不動産取引、賃貸借トラブルなどに関するこ
と
▽相談員　全日本不動産協会弘前支部会員、青森県宅
地建物取引業協会弘前支部会員

　土地家屋調査士相談

▽とき　毎月第１金曜日、午後１時～４時
▽内容　不動産表示登記、土地・建物の調査・測量な
どに関すること
▽相談員　青森県土地家屋調査士会弘前支部会員

　人 権 相 談

▽とき　毎週金曜日、午前10時～午後３時
▽内容　いじめや虐待など、人権に関すること
▽相談員　人権擁護委員

◎次の相談窓口の利用は、事前の予約が必要です。

　交通事故相談

▽予約先　青森県交通事故相談所（☎青森 017・
734・9235）
▽とき　毎月第１・３木曜日
▽内容　交通事故に関すること
▽相談員　青森県交通事故相談所相談員

　法テラス青森無料法律相談

▽予約先　法テラス青森（☎050・3383・5552）
▽とき　毎週火曜日の午後１時～４時、隔週土曜日の
午前10時半～午後０時半
▽内容　離婚、相続、金銭トラブル、多重債務など
▽対象　収入や資産が一定の基準以下の人
▽相談員　登録弁護士、司法書士

 

　多重債務相談窓口

▽とき　月～金曜日（祝日・年末年始除く）の午前８
時半～正午、午後１時～４時半
▽ところ　青森財務事務所（青森市新町２丁目、青森
合同庁舎３階）
▽相談専用電話番号　☎青森017・774・6488
■問い合わせ先　青森財務事務所理財課（☎青森
017・722・1463）

　女性の人権ホットライン

　平日の相談時間の延長と土・日曜日の電話相談を行
います。
▽とき　11月 14 日～ 20 日の午前８時半～午後７
時（土・日曜日は午前10時～午後５時）
▽内容　職場における差別、夫・親子・パートナーか

　市民相談・消費生活相談

▽とき　午前８時半～午後５時（月曜日休館）
▽内容　日常生活の困り事・心配事や契約トラブル・
多重債務など、消費生活に関すること
▽相談員　市職員

　行 政 相 談

▽とき　毎週水曜日、午前10時～午後３時
▽内容　国の行政活動に対する要望・意見・苦情に関

　市民生活センターの相談窓口のほかに、次の日
程で各種相談窓口が設置されます。困り事、悩み
事があるときは、一人で抱え込まず、早めに相談を。

各種相談窓口 らの暴力、セクシュアルハラスメント、ストーカー行
為など、女性に対するあらゆる人権侵害についての電
話相談
▽電話番号　☎0570・070・810
■問い合わせ先　青森地方法務局人権擁護課（☎青森
017・776・9024）

　くらしとお金の安心相談会

▽とき　12月７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
※事前の申し込みが必要。
■問い合わせ・申込先　消費者信用生活協同組合青森
事務所（☎青森017・752・6755）

　第 68 回人権週間

【弘前地区街頭啓発活動】
▽とき　12月３日（土）、午後１時～３時
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、ヒロロ３階）
▽内容　１日人権擁護委員を委嘱し、啓発活動を行い

ます
【特設人権相談所開設】
▽とき　12月２日・９日、午前10時～午後３時
▽ところ　市民生活センター（駅前町、ヒロロ３階）
▽内容　いじめや虐待など、人権に関すること
▽相談員　人権相談委員
■問い合わせ先　青森地方法務局弘前支局（☎ 26・
1150）

　総合市民相談

▽とき　12月 10日（土）、午前10時～午後３時（正
午～午後１時を除く）
▽ところ　市民生活センター（駅前町、ヒロロ３階）
▽内容　法律、税金、金銭賃借（消費者金融）、交通事故、
相続・遺言、登記、離婚、家庭内の悩み事など
▽相談員　弁護士、税理士、人権擁護委員、行政相談
委員ほか
▽申し込み方法　弁護士との相談は予約制（先着８人）
で、12月１日から電話で受け付けます。弁護士との
相談以外は、事前の予約は不要です。
■問い合わせ・申込先　市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

 

 

人権・行政問題は相談を

●行政相談委員…国の行政全般に対する苦情・要
望を聞き、解決の手助けをしています。
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　兼平字林元 59 の 10

人権擁護委員が退任しました
　地域住民の人権擁護と人権思想の普及高揚にご尽力さ
れた、外崎由紀子さんが９月30日付けで人権擁護委員を
退任しました。長い間、ありがとうございました。

行政相談委員が表彰されました
　行政相談委員の板垣肇さんが、日ごろの功績をたたえら
れ、青森地方法務局長から表彰されました。
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○青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）では、毎
週月～金曜日の午前10時～午後５時に、常設人権相談
所を開設し相談に応じています。
○人権擁護委員は毎週金曜日、行政相談委員は毎週水
曜日に、市民生活センターでも相談に応じています。
時間はいずれも午前10時～午後３時。

 

 

　市民生活センターでは、暮らしの中で起こるい
ろいろな困り事・悩み事や契約トラブルなどに関
する相談に、次の日程で応じています。一人や家
族で抱え込まず、まずは相談してみませんか。
■問い合わせ先　市民生活センター（駅前町、ヒ
ロロ３階、☎ 33・5830、34・3179）

市民生活センターの
相談窓口

 

案内図

ヒロロ

Ｊ
Ｒ
弘
前
駅

イトー
ヨーカドー

代官町

３・３・２号線

まちなか
情報センター
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　困り事や悩み事…

　一人で抱え込まず、

　相談を

●人権擁護委員…人権問題で困っている人からの
相談に応じています。
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介護予防・日常生活支援総合事業（新総合事業）
が始まります

　介護予防・日常生活支援総合事業（新総合事業）は、
65歳以上の全ての市民を対象に、介護予防と生活支
援サービスを提供するものです。これまで要支援１・
２の人が利用していた介護予防サービスの一部（訪問
介護と通所介護）がこの事業に移行します。
　現状、要支援１・２の人は大きな変更はありません。
現在サービスを利用している人は、認定の有効期間中
は継続して同じサービスを利用でき、更新後も新総合

事業対象者として、同じサービスを利用できます。
　また、サービス利用料金、負担割合、サービス内容
等は現行のとおりです。
　なお、介護予防訪問看護、介護予防住宅改修等のサー
ビスについては、総合事業の開始後も介護保険から給
付されます。
■問い合わせ先　介護福祉課自立・包括支援係（市役
所２階、窓口251、☎ 40・7072）

平成 29年４月
から始まります

 介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業

利用できるサービス
・訪問型サービス（現行の介護予防訪問介護）
・通所型サービス（現行の介護予防通所介護）
・運動器の機能向上プログラム（現行の弘前市筋力
向上トレーニング事業）

・高齢者健康トレーニング教室など

利用できる人
・要支援１・２に認定された人
・基本チェックリストで事業の該当となった 65 歳
以上の人

・65 歳以上の人

利用方法 ・各地域包括支援センターまたは介護福祉課へ相談
を。 ・高齢者健康トレーニング教室等へ直接申し込みを。

子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券についてがん検診総合支援
事業のお知らせ

　がんの早期発見と正しい健康意識の普及・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、「がん検診総合支援事業」を実施してい
ます。対象となるのは下記に該当する人です。
　対象年齢に該当する人で、平成 28年４月 20日現
在、弘前市に住民登録のある人には、7月 29日に無
料クーポン券を発送しました。クーポン券の有効期限
は平成 29年２月 28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。まだ届いていない人は問い合わせを。
　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、弘前市のクーポン券と交換が必要です
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。受診を希望する人は電
話で申し込んでください。ただし、定員になり次第締
め切ります。
▽とき　12 月２日、受付＝正午～午後１時／平成
29年１月 15日、受付＝午前９時～10時
▽ところ　弘前市保健センター（野田２丁目）　　
■問い合わせ・申込先　健康づくり推進課（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）

■乳がん（女性）
対象年齢（※） 対象者の範囲

40 歳 全員
45 歳

左記の年齢に該当する人のうち、
平成 23 ～ 27 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

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
25 歳

左記の年齢に該当する人のうち、
平成 23 ～ 27 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

30 歳
35 歳
40 歳

※対象年齢はともに平成 28 年４月１日現在。

　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣
れた地域で、安心して生活を続けられるように支援を
行う総合相談窓口です。
　保健や福祉の専門職員が、連携して皆さんの相談に
応じます。介護に関する悩みや、高齢者虐待に関する
ことなど、気軽にご相談ください。
　また、平成27年度から、各地域包括支援センター
に「認知症地域支援推進員」を配置しています。認知
症の人や家族の相談、状況に応じて必要な医療や介護
などのサービスが受けられるように関係機関との連絡
調整の支援を行います。気軽にご相談ください。
【設置場所・利用時間など】
　中学校区を基に市内を７地区に分け、各地区に１カ
所ずつ、計７カ所あります（図参照）。
●利用時間　月～土曜日の午前９時～午後６時
●休業日　日曜日、祝日、12月 29日～１月３日
●利用料　無料
●問い合わせ先　介護福祉課自立・包括支援係（市役
所２階、窓口251、☎ 40・7072）

　▽ところ　小沢字山崎 44
の９（希望ヶ丘ホーム内）

▽電話　☎ 87・6779

弘前市南部　　　　　
地域包括支援センター

【担当地区：第四中、石川中、相馬中、
南中（文京小・松原小学区を除く）】

●

●

●

●

●
希望ヶ丘
ホーム　

・

・・

・・

・
南中

第四中

弘大

鷹揚郷

弘前　
駐屯地

弘前　
消防署

中央
　弘前

実業高

アップルロード

・ ▽ところ　 高 杉 字 山 下
298 の１

▽電話　☎ 95・2100

弘前市北部　　　　　
地域包括支援センター

【担当地区：裾野中、北辰中、
新和中、船沢中学区】

・

●
北辰中

弘前市北部地域包括
支援センター　　　

・

高杉小
・

北辰学区高杉　　
ふれあいセンター

大
蜂
川・

高杉　
郵便局

弘前市第一　　　　　
地域包括支援センター

▽ところ　野田１丁目１
の 27（コープあおもり和
徳店隣）
▽電話　☎ 31・1203

【担当地区：第一中学区】
・

・

・

和徳小和徳小

イトー　　
ヨーカドー
イトー　　
ヨーカドー

弘前　
郵便局
弘前　
郵便局 弘

前
駅

健生病院健生病院

●
・

弘前市第一地域　
包括支援センター

　弘前市第一地域
包括支援センター

▽ところ　豊原１丁目１
の２（弘前静光園内）

▽電話　☎ 39・2515

弘前市第三　　　　　
地域包括支援センター

【担当地区：第三中、南中（文
京小・松原小学区に限る）】

・
桝形交番

・

・

●

弘大

弘前　
静光園

第三中

弘
前
学
院
大
前

弘
前
学
院
大
前

▽ところ　五代字田屋敷
240 の１（ピノカーサ岩
木内）
▽電話　☎ 82・1516

弘前市西部　　　　　
地域包括支援センター

【担当地区：津軽中、常盤野中、
東目屋中学区】 ・

●
ピノカーサ
岩木　　　

・

岩木庁舎

岩木小

・
津軽中

▽ところ　福村字早稲田
27 の１（福寿園向かい）

▽電話　☎ 26・2433

弘前市東部　　　　　
地域包括支援センター

【担当地区：東中、第五中学区】

102

７

●

園・東中
・東
消
防
署

・
福村小

・
弘果

・
城東タウン
プラザ　　

福
寿
福
寿
園

・

弘前市東部地域
　　　　包括支援センター　　　

地域包括
支援センター です

▽ところ　藤野２丁目６の
1（デイサービスセンター
きらら弘前隣）
▽電話　☎ 31・3811

弘前市第二　　　　　
地域包括支援センター

【担当地区：第二中学区】

・

・

岩
木
川

●

城北大橋

デイサービスセンター
きらら弘前

デイサービスセンター
きらら弘前

致遠小致遠小
弘前市第二地域
包括支援センター
弘前市第二地域
包括支援センター

こんにちは

高齢者はり・きゅう・マッサージ受療券の交付希望者は申請
してください

　 65歳以上の希望者に、はり・きゅう・マッサージ
の受療券を交付し、施術料を助成しています。なお、
助成対象は医療保険適用外の施術に限ります。
▽申請期間　平成 29年３月 31日まで（既に今年度
交付を受けた人は申請不可）
▽交付枚数　申請時期により、交付枚数が異なります
11月～ 12月申請＝４枚／平成 29年１月～２月申
請＝３枚／３月申請＝２枚

▽受付時間　午前８時半～午後５時（即日交付）
▽助成金額　１枚につき500円
▽申請・交付場所　介護福祉課（市役所２階）／岩木
総合支所民生課（賀田１丁目）／相馬総合支所民生課
（五所字野沢）
▽申請・交付に必要なもの　住所・年齢が分かるもの
（保険証や免許証など）、印鑑
■問い合わせ先　介護福祉課（☎40・7072）

市政情報
Town Information



6

雪処理の手引き雪処理の手引き
保
存
版雪処理の手引き雪処理の手引き
平成28年度

みんなで力を合わせて、
冬を快適に過ごしましょう。

市では、市民の皆さんが冬を快適に過ごせるよう毎年除排雪体制
を見直し、効果的な除排雪に努めています。しかし、行政だけで
の取り組みでは、市民の皆さんが満足できる成果を上げることは
難しく、皆さんの協力が必要です。

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.１１.１５　【雪処理の手引き】

雪に関する市からのお願い

●道路除雪後の家の前に残される雪について
　朝の除雪は、通勤・通学の混雑する時間帯の前に終
わらせるため、短時間で一斉に行いますが、除雪後に
玄関や車庫の前などに残った雪については、限られた
時間と現在の機械の能力からすると、市で除雪するに
は大変困難となっています。玄関や車庫の前に寄せら
れた雪の処理については、市民の皆さんのご協力をお
願いします。
●自宅の屋根雪について
　自宅の屋根雪を隣の敷地や道路に落とすことは、他
人の迷惑になりますのでやめましょう。屋根雪などの
除排雪については「弘前市生活環境をよくする条例」
で規定されており、違反した場合は、指導および勧告
の対象となる場合があります。
●用水路・排水路への投雪について
　用水路・排水路に投雪すると、水があふれる危険性
があります。用水路・排水路への投雪はやめましょう。

消流雪溝の利用方法

▽使用方法
①凍った投雪口は、お湯で溶かしてから開ける。
②水の量を確認してから雪を捨て、雪以外のものは投
入しないようにする。
③固くて大きなかたまりは、細かく砕いてから捨てる。
④消流雪溝の内側に凍り付いた雪は、必ずかき落とす。
⑤作業終了後は、投雪口をきちんと閉める。
▽注意事項
①止水板のあるところに雪を捨てると、雪が詰まり、
水があふれて消流雪溝が使えなくなりますので、止水
板のあるところには絶対に雪を捨てないようにしま
しょう。
②歩行者や車両にも気を配り、事故のないように十分
注意しましょう。
③投雪口を開けやすくするためにビニールの袋などを
挟むと、歩行者が滑って危険ですのでやめましょう。

市民・事業者・行政の協働で
快適な雪国生活の実現を
　少子高齢化や核家族化の進展、さらには個人の生活
様式の多様化などにより、家族や地域のつながりが希
薄になっている一方で、快適な雪国生活へのニーズが
高いことから、雪への取り組みについては今後も強化
していく必要があります。しかし、行政だけでの取り
組みでは、市民の皆さんが満足できる成果を上げるこ
とは難しく、市民および事業者の皆さんの協力が必要
不可欠となっています。
　自助・互助の精神を持って、行政と市民・事業者が
互いにそれぞれの役割を果たし、協力して快適な雪国
生活を実現しましょう。

ルールとマナーを守りましょう

　除排雪の効率を高め、また、道路交通や除排雪作
業の安全を確保するため、次のことを守りましょう。
①路上駐車は、車道除雪の支障となりますのでやめま
しょう。
②道路除雪後の戸口や歩道の雪は路上に戻さず、道路
脇に積み上げておきましょう。
③敷地内の雪は、道路に出さずに各自で片付けましょ
う。
④屋根雪の道路への落雪は、交通を遮断するだけでな
く、人命にかかわることがありますので、危険な場所
については、屋根雪の落下防止の措置を講じたり、雪
下ろしをするなど、家主は十分注意しましょう。

■問い合わせ先　道路維持課（茜町２丁目、☎ 32・
8555）

　   暮らしの
nformation

を行います。
▽とき　11月 26日（土）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）前庭
■問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（品川さん、☎ 33・
4821）

劇団弘演
第 52 回公演「かあちゃん」
　山本周五郎の作品である貧乏長屋
の人情喜劇です。
▽とき　11月 26日の午後７時～、
27日の午後１時～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料　大人＝ 2,000 円、学生
（高校生以上）＝1,000円
※中学生以下は無料。
▽チケット販売所　紀伊國屋書店弘
前店、黒滝書店、平山萬年堂、弘前
市民劇場、まちなか情報センター、
弘前市社会教育協議会
■問劇団弘演事務局（秋本さん、☎
35・4670）

追手門広場フリースタイル
マーケット in クリスマス
　クリスマスカラーに装飾された市
立観光館（下白銀町）内で開催しま
す。
▽とき　11月 27日、12月４日・
11 日・18 日の午前 10 時～午後
３時
▽ところ　市立観光館１階多目的
ホール・ロビー
▽入場料　無料
■問市立観光館（☎37・5501）

第 22 回弘前市場まつり

▽とき　11月 27日（日）
　　　　午前７時半～11時
▽ところ　弘前水産地方卸売市場
（末広１丁目、弘果総合地方卸売市
場内）
▽内容　市民参加の模擬競り大会、
カニの大鍋、ジャンボアップルパイ
実演即売会、マグロ解体販売、水産

物・野菜・花などの即売会など
■問弘前市場まつり実行委員会事務局
（☎27・5511）

ヒロロスクエアの催し

【第６回食育フェスティバル】
▽とき　11 月 27 日（日）、午前
10時～午後１時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　りんごミニトーク＆クイ
ズ、りんご展示（試食付き）、食育劇、
健康食の試食など
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【白神そば！親子でそば打ち体験】
▽とき　11 月 27 日（日）、午前
10時～／午前11時 15分～　
※各１時間程度。打ったそばは持ち
帰ってもらいます。
▽ところ　３階多世代交流室１
▽対象　小・中学生とその保護者＝
各回５組（１組３人まで、先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　１人500円　
▽持ち物　エプロン、三角きん
【バリア ･ コンシャス プロジェク
ト！～あなたはどの「感」で楽し
む？】
　「障がい」に関する文化・スポー
ツ活動などの取り組みを体験できる
イベントです。見る・聞く・触るな
ど、色々な感覚でお楽しみください。
▽日程と内容　12 月４日（日）、
午前 10時半～＝①体験・体感！ア
ダプテッド・スポーツ、②映画「み
んなの学校」上映会（日本語字幕付
き）／午後１時半～＝③記念講演＆
ワークショップ…ゲスト・猪飼嘉司
さん（車椅子登山家）
▽ところ　①＝３階イベントスペース
／②・③＝４階市民文化交流館ホール
▽対象　市民　
▽入場料　①＝無料／②＝ 800 円
／③＝ 1,000円
※事前の申し込みが必要。
■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〈平日の午前８時半～
午後９時〉）

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）　12
月３日・10日・17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）　12 月３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）　12 月 10 日・17
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）　12 月３日・10 日・17
日の午前 10時～正午／郷土文学館
（☎37・5505）
■問各会場へ。

第 19 回弘前市中学校技術
家庭科作品展・第 58 回弘前
地区小学校家庭科作品展

▽と き　11 月 26 日・27 日の午
前 10時～午後７時
▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペースアストロ
■問石川小学校（小沼さん、☎ 92・
2110）

わげものが作った
新鮮農産物即売会
  農家のわげもの（若者）が生産し
た米・野菜・りんごなどの販売や、
もちの振る舞い（午前 11時開始）

 イベント
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ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.１１.１５　【雪処理の手引き】

　津軽中部広域農道（愛称・やまなみロード）の市内十面沢か
ら鰺ヶ沢町までの区間で、雪道の通行の安全確保が困難となる
ため、12月１日から３月31日まで通行止めになります。
　この期間は主要地方道弘前鰺ヶ沢線を利用してください。
■問い合わせ先　農村整備課（☎40・7103）

津軽中部広域農道 冬期一部通行止め

▽搬入期間　12月下旬～２月末日
（予定）
▽利用時間　「樋の口町雪置き場」
「悪戸雪置き場」は午前９時から午
後５時まで、「堀越雪置き場」は午
前９時から午後５時半まで、「紙漉
沢雪置き場」は午前９時から午後４
時まで利用できます。
　また、降雪状況に応じ「悪戸雪置き
場」は月・水・金曜日の午後６時半か
ら９時まで、「堀越雪置き場」は火・
木・土曜日の午後７時から 10時ま
で夜間利用を予定しています。
■問い合わせ先　道路維持課（茜町
２丁目、☎32・8555）

市内には４カ所の雪置き場があります 自然環境を守るためにも、ごみなどの異物を
持ち込まないよう十分気を付けてください。

車道や歩道の雪で困っている
　

　道路の種類によりお問い合わせください。
●国道７号…国土交通省弘前国道維持出張所（城
東中央５丁目、☎28･1315）
●県道…中南地域県民局地域整備部道路施設課
（蔵主町、☎32･0800）
●市道や私道など／道路の種類が分からない場合
…道路維持課（茜町２丁目、☎32・8555）

自宅の雪処理に困っている
●除排雪をお願いしたい…シルバー人材センター
に依頼（有料）
▽受付時間　午前８時半～午後５時15分
■問い合わせ先　シルバー人材センター（南袋町、
☎36・8828）
※屋根の雪下ろしは行っていません。また、シル
バー人材センターの会員が少ない地区など、依頼
場所によっては対応できない場合があります。
●雪置き場の場所を知りたい…市内４カ所に雪置
き場があります（下図参照）。

高齢や障がいなどで
敷地内の雪処理が困難
　市では、高齢者や障がい者など、自力で敷地内
の除雪作業をすることが困難で、経済的に余裕が
ない人からの雪処理の要望に迅速に対応するた
め、地区により担当窓口を定めています。それぞ
れの問い合わせ先は次のとおりです。
※車道や歩道の除雪については、左記の道路維持
課などへお問い合わせください。また、次見開き
ページに掲載の「社会福祉協議会の除雪支援事業」
もご覧ください。
●弘前地区…障がいをお持ちの人…福祉政策課
（市役所本館２階、☎ 40・7037、40・7112）
／高齢者…介護福祉課（市役所本館２階、☎
40・7114）
●岩木地区…岩木総合支所民生課（賀田１丁目、
☎82・1628）
●相馬地区…相馬総合支所民生課（五所字野沢、
☎84・2113）

そのほかの雪に関する問い合わせ先
●消流雪溝・流雪溝について…道路維持課（茜町
２丁目、☎32・8555）
●雪による近隣トラブルに関する相談…市民生活
センター（駅前町、ヒロロ３階、☎33・5830）
●空き家の雪について…建築指導課（市役所新館
５階、☎40・7053）
●命 綱・安 全 帯・ヘ ル
メットの貸し出しについ
て…市民協働政策課（市
役所新館３階、☎ 35・
1664）／消防本部（本
町、☎32・5101）

雪について、どのようなことでお困りですか？

社会福祉協議会の除雪支援事業

　弘前市社会福祉協議会では地区社会福祉協議会
と連携し、高齢や障がいなどで自ら除雪を行うの
が困難な世帯を対象に、地域住民の助け合いによ
る「除雪支援事業（ボランティア除雪）」を行っ
ています（除雪支援事業の流れは下図を参照）。
※対象世帯の玄関から道路までの通路確保の除雪
に限ります。

■問い合わせ先
●弘前地区…弘前市社会福祉協議会（宮園２丁目、
☎33・1161）
●岩木地区…弘前市社会福祉協議会岩木支部（賀
田字大浦、☎82・2353）
●相馬地区…弘前市社会福祉協議会相馬支部（五
所字野沢、☎84・3373）

市や社会福祉協議会などの各種制度や事業  

屋根の雪下ろしボランティアを募集

　弘前市ボランティアセンターでは、右記の「除
雪支援事業」の対象世帯で、緊急性や作業の安全
性などの状況を考慮し、屋根の雪下ろしが必要・
可能と認められた場合、対象者とボランティアと
の日程や人数の調整を行い、可能な範囲で対応し
ます。
　そこで、屋根の雪下ろしに協力してくれるボラ
ンティアを募集します。個人・団体など、多くの
皆さんの申し込みをお待ちしています。
▽募集締め切り　平成29年３月 31日
■問い合わせ先　弘前市ボランティアセンター
（宮園２丁目、弘前市社会福祉協議会内、☎33・
2039）

り災証明の発行

　雪害により家屋などが損壊した場合、保険金の
請求などに必要な証明書は下記の３カ所で発行し
ます。
①弘前地区…防災安全課（市役所新庁舎３階、☎
40・7100）
②岩木地区…岩木総合支所総務課（賀田１丁目、
☎82・3111）
③相馬地区…相馬総合支所総務課（五所字野沢、
☎84・2111）
▽必要書類　印鑑、損壊個所が分かる写真２枚程
度（家屋などの全体と損壊個所を写したもの）

融雪装置設置資金貸付制度　

　取扱金融機関
などから貸し付
けを受けて、敷
地内に融雪装置
を新たに設置す
る場合、その利
子の一部または
全部を市が負担します。
■問い合わせ先　スマートシティ推進室（市役所
新館４階、☎40・7109）

各地区の社会福祉協議会が事前に調査

・対象世帯の調査と把握
・家族状況などを考慮して判断

対象となる 対象とならない

地区社会福祉協議会の
地域住民ボランティアが、
対象世帯の玄関から道路
までの通路の除雪を実施

除排雪業者へ依頼する
など、各人で対応
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雪下ろし時の転落事故防止のために
　屋根の雪下ろし作業には、はしごや屋根から転落する危険を伴いますので、専門の業
者に依頼すると安心です。ここでは作業時の命綱やはしごの固定方法の参考例を紹介し
ますので、雪下ろしをする際にご検討ください。

注意事項
①参考例は一般的な例であり、適用できない建物もあ
りますので、専門業者に相談してください。
②屋根や壁への金物取り付け工事には、雨漏り防止や
強度などの知識が必要ですので、 専門業者に相談して
ください。
③雪止め金具を利用する場合は、作業する斜面側に取

り付けた雪止めに結ぶ必要があります（一般的に反対
側から引っ張るのは、耐力的に弱い）。
④命綱の固定金物だけでなく、昇降用のタラップやは
しごのずれ防止金物の取り付けも、安全に作業する上
で重要です。
■問い合わせ先　建築指導課（市役所新館５階、☎
40・7053）

 

はしご

 

Ｌ形鋼

 

④ 

⑤ ⑥  

⑦ 
⑦くいなどにより、下端固定

⑥はしごのずれ防止金物取り付け

⑤壁に固定金物を取り付けし、
　ロープを結び作業

③壁の固定金物に水平にワイヤーを張り、
　ロープを取り付けし作業

④屋根昇降用タラップ

３

１

２
②雪止金物複数にロープ固定

①Ｌ形鋼を雪止金物複数に固定

●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

認知症の人と家族のつどい

▽とき　11月 27日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問認知症の人と家族の会青森県支
部（弘前地域世話人・中畑さん、☎ 
44・4959、午後６時以降）

B&G 会長杯
ナイターバドミントン大会
▽とき　12 月 1日～平成 29 年 2
月 27日の毎週月・木曜日、午後７
時～（午後６時開場）
▽ところ　岩木B&G海洋センター
（兼平字猿沢）
▽対象　高校生以上で、市内に在住
または勤務している人（６人～ 10
人でチームを構成）
▽参加料　１チーム 5,000 円（各
自傷害保険に加入を）
▽その他　代表者会議を 11 月 28
日に行い、参加料を徴収します。
■問 11 月 25 日までに、岩木 B&G
海洋センター（☎82・5700）へ。

「無煙のまちづくりの日」
記念シンポジウム in 弘前
～タバコフリーで最短命県返上を－
４ 受動喫煙ゼロと喫煙率低下で健
康寿命アップ～
▽とき　12月３日（土）
　　　　午後５時～７時
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホール
▽内容　「喫煙や受動喫煙による深
刻な健康被害の現状と、周回遅れの
日本のタバコ対策」…講師・大和浩
さん（産業医科大学教授）／「弘前
市たばこの健康被害防止対策の指針
について」…講師・市職員（健康づ
くり推進課）ほか　
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問青森県タバコ問題懇談会（☎青森
017・722・5483）
※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。

弘前学院大学地域総合
文化研究所講演会

「青森県の琴と弓－招魂の弦楽器－」
▽とき　12月３日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　講演「津軽の縄文琴の出土」
…講師・鈴木克彦さん（弘前学院大
学地域総合文化研究所客員研究員）
／講演「古代の琴と弓」…講師・畠
山篤さん（同所長）／講演「イタコ
の弓」…講師・笹森建英さん（弘前
学院大学客員教授）
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学文学部事務（成田さ
ん、☎34・5211）

harappa 映画館「ミステリ
アスな男たち＆女たち」
▽日程と内容　12 月 3 日（土）、
①午前 10時半～＝「東ベルリンか
ら来た女」／②午後１時半～＝「ロー
マに消えた男」／③午後３時 45分
～＝「アクトレス～女たちの舞台～」
▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペースアストロ
▽入場料　前売り券＝1,000円（１
回券）、2,500 円（３回券）／当日
券＝ 1,200 円（１回券）／学生＝
500円（１回券）
※１作品ごとに１回券が１枚必要。
▽チケット販売所　中三弘前店、紀
伊國屋書店弘前店、まちなか情報
センター、弘前大学生協、コトリ
café（百石町展示館内）
■問 harappa事務局（☎31・0195）
※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。

第４回ひろレクデー

▽とき　12月４日（日）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第１・第２・第３会議室
▽内容　レクリエーションを通した
体力測定、ダンス、いろいろお楽し
みクラフト、いすに座ってレクササ

イズ、ミニお天気実験教室、冬のお
はなし会など
▽参加料　大人 500 円、子ども
300円（当日徴収）
※事前の申し込みが必要。
■問ひろさきレクリエーション協会
（☎携帯070・3996・3873）
※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。

ふれあい高齢者ラージボール
卓球親善大会
▽とき　12月４日（日）
　　　　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４人 1組
の男女混合チームを編成）
▽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）
■問 11 月 21 日までに、弘前ラー
ジボール卓球協会（木村さん、☎
33・2407）へ。

ひろさき出愛サポートセンター
「きっと婚（こん）どは大丈夫！
大人の『めぐり婚』パーティー」

　結婚歴のある人や結婚歴がある人
との交際を前向きに考えられる人の
ための婚活イベントです。
▽とき　12月 10日（土）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　ダイニングリゾートエル
ライナー（城東北３丁目）
▽内容　ゲームなどを通じて親交を
深めます
▽対象　市内に在住または勤務する
20代後半～ 40代の独身男女＝各
20人
※ひろさき出愛サポートセンター会
員を優先します。
▽参加料　男性＝ 4,000 円、女性
＝3,500円
※詳しくは市ホームページ（http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
jouhou/seido/hirosaki-deai.
html）をご覧ください。
■問 12 月５日までに、電話かファク
スまたはＥメールで、ひろさき出愛
サポートセンター（☎ 35・1123、
■Ｆ 35・7956、 ■Ｅ h-deai@city.
hirosaki.lg.jp）へ。
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シールや油性ペン、軍手
▽受け付け開始　11月 24日～
～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
■問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、月曜日は休み）

元気になるKIDS COOKING!
おむすび作りとお味噌汁
　自然農法産の米を使ったおむすび
と、手作り味噌やだし、野菜をたっ
ぷり入れた味噌汁を作ります。
▽とき　11月 26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
▽対象　小学生以下（小学生未満は
保護者同伴）＝20人
▽参加料　１人300円
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん、手ふきタオル
■問 11 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）
※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。

両親学級

▽とき　11月 26日（土）
　　　　午後０時半～３時
▽ところ　弘前学院大学看護学部
（稔町）母性小児看護学実習室
▽内容　お父さんの妊婦体験、産痛
を乗り切るための呼吸法とマッサー
ジなど
▽対象　出産を控えている夫婦とそ
の家族
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。弘前市の
母親学級テキストを持っている人は
持参を。動きやすい服装で参加を。
■問弘前学院大学看護学部母性看護学
担当（工藤さん、☎31・7147）

ミニムワイン J.S.A
資格取得講座
　日本ソムリエ協会主催 2017 年
度資格取得のための講座です。
▽とき　12月４日から２～３週に

１回、午後１時～３時半（全15回、
いずれも日曜日を予定）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽内容　試験に即した内容から抜粋
した重要ポイントの講座とテイス
ティング
▽対象　20歳以上＝８人
▽対象資格　ソムリエ資格およびワ
インエキスパート資格
▽受講料　各回6,000円（講習料、
教材費として）
▽講師　新岡將光さん（ミニムワイ
ン講師）
▽その他　車での来場はご遠慮くだ
さい
■問ミニムワイン（渡邊さん、☎携帯
090・1376・9393）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル 2010 入門講座】
▽とき　12 月１日・８日・15 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　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※エクセル 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、USB メモリ、
昼食
■問 11月20日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎26・4800、
午前８時半～午後５時）へ。

冬のアクアで代謝 UP

▽とき　12 月２日・６日・９日・
13日・16日・20日の午後６時半
～７時半
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　有酸素運動と無酸素運動を
組み合わせた水中エクササイズ
▽定員　15人（先着順）
▽参加料　4,000円（全６回〈保

お殿様・お姫様衣装
着付け体験

　
▽利用時間　午前９時～午後４時半
▽ところ　武徳殿（弘前公園内）
▽料 金　500 円～ 1,000 円（11
月 23日までは、別途弘前城入園料
が必要）
■問市みどりの協会（☎33・8733）

弘前大学津軽三味線サークル
自主公演「衷の響き～紡ぐ時代～」
▽とき　12 月４日（日）、午後２
時～（午後１時半開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料　500 円（当日券のみ・
全席自由）
■問弘前大学津軽三味線サークル
（有沢さん、☎携帯 080・6069・
8748）

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し
【学ぼう・遊ぼうみんなで作ろう！
廃材プレイパーク】
　地域の自然環境に由来した絵を書
いたり、３Ｒやごみ減量を学ぶ手作
りゲームなど、捨てるものを再び生
かす、学んで遊べる廃材プレイパー
クを作ります。
▽とき　12月までの毎週土・日曜
日、祝日（11月 26日、12月 10日・
23日を除く）の午前９時半～午後
３時半
※事前の申し込みは不要。ただし、
団体で参加を希望する場合は連絡
を。
【オリジナルキャンドルとクリスマ
ス飾り作り教室】
▽とき　12月 10日（土）
　　　　午前９時半～正午
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　小学生以上＝ 15人（小学
生の参加は保護者同伴）
▽参加料　無料
▽持ち物　ラベルをはがしたジャム
などの空きびん１つ（容量が200ml
程度のもの）、びんの飾りに使う

 教室・講座
 

険料含む〉、初日徴収）
■問窓口か電話で、温水プール石川
(☎ 49・7081) へ。

小学生の初心者なぎなた教室

▽とき　12月３日～ 2月 25 日の
毎週土曜日、午後２時～4時
▽ところ　弘前Ｂ &Ｇ海洋セン
ター（八幡町１丁目）武道館
▽内容　なぎなたの基礎や技術・武
道の礼儀礼節を学びます
▽持ち物　飲み物、タオル、運動の
できる服装
▽対象　小学生＝15人（先着順）
▽参 加 料　2,000 円（全 12 回、
初日徴収）
※なぎなた連盟の保険に加入して
いない場合は、保険料として別途
800円がかかります。
■問窓口か電話で、弘前Ｂ&Ｇ海洋
センター（☎33・4545）へ。

現代セミナーひろさき③

聞いておきたい暮らしのあれこれ
～電力の自由化編～
▽とき　12 月４日（日）、午後１
時～３時（受け付けは午後０時半～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽内容　電力会社を選ぶ時のポイン
トや注意点／実際に起こっているト
ラブルの実例と解決法／日本のエネ
ルギー事情や政策
▽講師　松本真由美さん（東京大学
教養学部教養教育高度化機構客員教
授）
▽対象　市民または市内に通学・勤
務する人＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、メモ帳など
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（住所〈町名まで〉・
氏名・年齢・性別・電話番号を記入）
で、12月３日までに申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

弘前市民健康推進協議会
生涯骨太クッキング教室
▽とき　12 月６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　中華風炊き込みご飯、花
シューマイ、黒糖コーヒーゼリーほか
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、はし、三角き
ん
■問 11 月 21 日から、弘前市保健セ
ンター（☎37・3750）へ。

農業者の皆さんへ
青色申告を始めましょう 

【収入保険制度導入を見据えた経営
管理セミナー】
　青色申告を行う農業者の拡大を目
的として開催します。
▽とき　12月８日（木）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　NOSAI ひろさき広域
（門外字村井）２階会議室
▽内容　青色申告に関する概要、手
続き、メリット／簡易簿記の記帳方
法
▽講師　髙地豊人さん（税理士）
▽対象　税務申告を白色申告で実施
している農業者
▽参加料　無料
■問 11 月 22 日までに、電話かファ
クスで農業政策課（☎ 40・7102、
■Ｆ 32・3432）へ。

市民健康クッキング講座

▽とき　12 月９日、平成 29 年１
月６日、２月８日、３月８日
※時間はいずれも午前10 時半～午
後１時。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　全４回に参加できる市民＝
15人（初めて参加する人を優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽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、
11 月 28 日（必着）までに、健康
づくり推進課健康増進係「市民健康
クッキング講座」（〒036・8711、
野田２丁目７の１）へ。

※応募多数の場合は抽選で決定。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

冬季室内テニス教室

▽とき　12 月８日～平成 29 年３
月 23日の毎週木曜日、午後６時～
７時半（12 月 29 日、１月 12 日
を除く）
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　初級＝基本ストローク／中
級＝ワンランク上を目指す
▽定員　各日10人（先着順）
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料を含む。当日徴収）
▽申し込み方法　11 月 30 日まで
に、Ｅメールで申し込みを。
■問弘前テニスクラブ（原田さん、
☎ 携 帯 090・1399・7414、 ■Ｅ
hirote1961@gmail.com）

 

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）へ問い合わせを。

内　科
12／4 関医院中津軽診療所（賀

田１）
☎82・3006

11 さがらクリニック（桔
梗野１）

☎37・2070

18 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
25 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
12
 ／11

さとう耳鼻咽喉科医院
（田園４）

☎27・8733

25 EST クリニック（福村
字新館添）

☎29・5500

31 坂本耳鼻咽喉科医院（南
瓦ケ町）

☎33・6373

伊藤眼科（南大町２） ☎36・6105

歯　科
12／4 やがわ歯科医院（城西４）☎39・6400
11 百石町デンタルクリニ

ック（百石町）
☎55・6480

18 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

25 ひまわり歯科クリニッ
ク（早稲田２）

☎29・3738

31 矯正歯科じん歯科クリ
ニック（大町２）

☎37・1182

松枝歯科医院（下白銀町）☎35・2157
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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１
時間まで、先着順）
▽料金　無料
▽予約方法　11 月 30日までに、電
話または直接、収納課まで申し込みを。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

司法書士に相談を
　成年後見をはじめ、相続、借金問
題などについて、司法書士が無料で
相談に応じます。
▽とき　11月 23日（水・祝）
　　　　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Ａ・Ｂ・Ｃ
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

自衛官募集

【高等工科学校生徒】
▽受験資格　中学校卒業（見込みを
含む）、17歳未満の男子
▽受付期間　推薦＝ 12月２日まで
／一般＝平成29年１月６日まで
▽試験日　推薦＝１月７日～９日の
指定する日／一般＝１月21日
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎ 27・3871）

全国瞬時警報システムの
全国一斉情報伝達訓練
　地震・津波や武力攻撃などの発生
に備え、情報伝達訓練を行います。
　全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）を用いた訓練で、市内各所の防
災行政無線のスピーカーから訓練放
送をしますので、ご理解とご協力を。

「津軽の味っこ」
伝承料理講習会
▽とき　12月 25日（日）
　　　　午前９時半～午後１時半
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　山菜おこわ、けの汁、イカ
の酢みそあえ、紅鮭と竹の子のすし、
大根とわらびのしょうゆ漬けの調理
実習
▽対象　市民＝30人
▽参加料　1,800円（当日徴収）
▽持ち物　三角きん、エプロン
▽申し込み方法　往復はがきの「往
信用」の裏面に郵便番号・住所・氏名・
年齢・電話番号を、「返信用」の表
面に郵便番号・住所・氏名を記入し、
11月 25日（当日消印有効）までに、
弘前地区生活改善グループ連絡協議
会会長・清野優美子さん（〒036・
8265、下湯口字青柳64の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
結果を11月28日以降に通知します。
■問中南地域県民局地域農林水産部
農業普及振興室（神さん、☎ 33・
4821）

ファイナンシャルプラン
ナーによる無料納税相談
▽とき　12月９日・15日・22日・
25 日の午前 10 時～ 11 時、午後
２時～３時（22日は午後６時～７
時までの相談も可）
▽ところ　収納課（市役所新庁舎２
階）
▽対象　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い

▽とき　11月 29日（火）
　　　　午前11時ころ
※気象・地震活動の状況等によって、
中止することがあります。
▽放送内容の確認方法　放送が聞き
取りにくかった時などは、電話（☎
40・7110）で内容を確認できます。
■問防災安全課（☎40・7100）

弘前大学大学院人文社会科学
研究科（修士課程）入試説明会
▽とき　11月 25日（金）
　　　　午後６時～７時
▽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
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部教務担当
（☎39・3941）

年金事務所への年金請求相談
は、事前予約が便利です
　弘前年金事務所では、予約制によ
る年金相談を実施しています。相談
希望日の１カ月前から電話か窓口で
予約ができますので、ぜひご利用を。
▽電話予約受付時間　午前８時半～
午後５時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
■問弘前年金事務所（☎27・1339）

指名手配被疑者の
検挙にご協力を !
　平成 28年８月末現在、全国の警
察から指名手配されている者は、約
730 人に上っています。これらの
被疑者は、殺人、強盗などの凶悪事
件のほか、暴行、傷害、窃盗、詐欺、
横領などの事件に関して指名手配さ
れており、再び犯行を行う恐れがあ
ります。

 その他
  

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　「地域おこし協力隊」をご存知ですか？当市では４人の協力
隊が活躍中！果たしてどんな活動をしているのでしょうか。
○放送日　11月 26日（土）、午前10時 15分～ 10時半
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

「地域おこし協力隊ってなに？」
～首都圏から来ました！移住して弘前の魅力をＰＲ～

９月中の増減

 人の動き
９月中の増減９月中の増減

PopulationPopulation

・人口　  175,900 人　 （＋13）
　 男　　  80,668 人　 （＋23）
　 女　　  95,232 人　 （－10）
・世帯数    71,522 世帯  （＋89）
平成 28年 10月１日現在（推計）
※平成 27年国勢調査（確報値）を基
に再計算しています。

お詫びと訂正

　広報ひろさき11月１日号の
13ページ「弘前市二十歳の祭典成
人式企画運営委員奮闘中！」の「と
き」が「午後11時～」とあるのは、
「午前11時～」の誤りでした。
■問広聴広報課（☎35・1194）
　また、17ページ「障害者週間
記念大会福祉・教育懇親会」の「懇
親会」とあるのは、「懇談会」の
誤りでした。
■問福祉政策課（☎40・7036）
　お詫びして訂正します。　

　警察では、11月中に全国警察の
総力を挙げて追跡捜査を行うことと
し、これら被疑者の早期検挙に取り
組んでいるところです。指名手配被
疑者によく似た人を見掛けたといっ
た情報など、どんなわずかなことで
も、警察に通報をお願いします。
■問弘前警察署刑事第一課（☎ 32・
0111〈内線 332・333〉）

不動産取得税について

　不動産取得税は、土地や家屋を、
有償・無償の別、登記の有無にかか
わらず、売買、贈与、交換、建築（新
築・増築・改築）などにより取得し
たときに、一度だけ取得者に課税さ
れる県の税金です。不動産を取得後、
ある程度の期間をおいて納税通知書
が送付されますので、指定の納期限
までに納付してください。
　なお、不動産取得税の軽減制度に
ついては、県ホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/004_01fudousanindex_00.
html）をご覧ください。
■問中南地域県民局県税部課税第二課
（蔵主町、弘前合同庁舎内、☎ 32・
1131、内線 227）

一日体験ボランティア

▽とき　12月９日（金）
　　　　午前９時半～午後３時半
▽ところ　聖康会病院デイケアぶど
うの樹（和泉２丁目）
▽内容　デイケアぶどうの樹の入所
者と一緒におやつ作りと茶話会をし
ます
▽対象　市民＝５人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、内履き、エプロン、
三角きん、手ふき、飲み物

■問 12 月５日までに、ボランティア
支援センター（元寺町、市民参画セ
ンター内、☎38・5595）へ。

無料健康相談

  からだのことなどで気になる人は
ご相談ください。
▽とき　12 月３日・17 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）

知っていますか？里親のこと
～里親制度にご理解とご協力を～
　親の病気や離婚、虐待など、さま
ざまな理由で親元で暮らすことので
きない子どもがいます。このような
子どもの約９割が児童養護施設など
の児童福祉施設で生活しています。
　子どもたちが温かい愛情に包まれ
て暮らせるよう、自分の家庭に迎え
入れ、一定期間養育する「里親」に
なってくれる人を求めています。
　子どもの養育中は、生活費や教育
費などの委託費が支給されます。希
望者には、制度や申請手続きについ
て詳しく説明しますので、ご相談を。
■問弘前児童相談所（☎36・7474）

所得税および復興特別所得税
の予定納税（第２期分）
忘れずに納付を

　納付期限は 11月 30日です。振
替納税以外は、納期限までに金融機
関または所轄税務署の窓口で納付
を。なお、納付金額が 30万円以下
の場合は、送付したバーコード付納

付書によりコンビニエンスストアで
納付できます。　
■問弘前税務署（☎32・0331)

古都「弘前」と「日本文化」
アピールコンテスト参加者募集
　フランスで行われる弘前大学フェ
アで、「弘前」と「日本文化」をアピー
ルできる人を募集します。
▽とき　平成29年５月（予定）
▽応募資格　20 歳以上の市民で、
平成 29年８月～９月のうちフラン
スに約１週間渡航ができる個人もし
くは２人のチーム
※渡航費用は弘前大学が負担します。
※上記以外にも条件があります。詳
しくは応募要領をご覧ください。
▽申し込み方法　申請書に必要事項
を記入の上、12月９日までに持参を。
※申請書は弘前大学総務部企画課で
配布するほか、ホームページからダ
ウンロードできます。
■問弘前大学総務部企画課（浅利さん、
☎ 39・3008、 ■Ｈ http://www.
hirosaki-u.ac.jp/23683.html）

11
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【ドリームコンサート】
　ＮＨＫ交響楽団などに所属する弦
楽器奏者による室内楽の演奏会です。
▽とき　12月9日（金）、午後７時～
▽ところ　弘前文化センター（下白銀
町）ホール
▽入場料（全席自由）　ペア＝3,000
円／一般＝2,000円／高校生以下＝
1,000円
▽演奏曲目　合奏協奏曲ニ短調（ヴィ
ヴァルディ作曲）／弦楽三重奏曲第２
番変ロ長調（シューベルト作曲）／弦
楽八重奏曲変ホ長調（メンデルスゾー
ン作曲）
▽演奏者　ヴァイオリン＝大林修子、
宇根京子、俣野賢仁、横溝耕一／ヴィ
オラ＝井野邉大輔、須藤三千代／チェ
ロ＝山内俊輔、宮坂拡志／司会＝三戸
正秀
▽チケット販売所　弘前文化セン
ター／市民会館／市立観光館／ヒロ
ロ／まちなか情報センター／紀伊國
屋書店／さくら野百貨店弘前店／さ
くらミュージック
■問い合わせ先　弘前交響楽団事
務局（二川原さん、☎携帯090・
4559・9343）

【ドリームゼミナール】
　ドリームコンサートの演奏者から
直接指導を受けられます。
▽とき　12月10日（土）＝午後0
時20分～5時／12月11日（日）
＝午前10時～午後3時40分
※どちらか１日のみの受講も可。見学
もできます。
▽ところ　弘前文化センター
▽受講料（１日）　一般＝1,000円／
高校生以下＝500円
▽課題曲　初級者コース＝おもちゃ
のシンフォニー第１楽章（Ｌ．モーツァ
ルト〈アンゲラー〉作曲）、アヴェ・
ヴェルム・コルプス（Ｗ.Ａ.モーツァ
ルト作曲）／経験者コース＝弦楽セレ
ナーデ・ホ長調第１・２・３楽章（ド
ヴォルザーク作曲）
※楽譜については問い合わせを。楽器
は各自で用意してください。
■問い合わせ・申込先　12月２日
までに、弘前文化センター（☎33・
6571）へ。

【ちっちゃな音楽会～弦楽四重奏の調
べ～】
　ドリームコンサートの演奏者によ
る小さな音楽会です。子どもでも聞い

たことのある曲目を中心に演奏しま
す。
▽とき　12月8日（木）、正午～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イベ
ントスペース／市役所新庁舎３階防
災会議室前スペース
※２カ所で同時刻に演奏します。
▽入場料　無料
▽演奏曲目　アイネ・クライネ・ナ
ハト・ムジーク（モーツァルト作曲）
ほか
■問い合わせ先　弘前交響楽団事務
局（菊地さん、☎携帯090・2845・
9547）
【弦楽器体験コーナー】
▽とき　12月10日（土）、午前10
時～11時
▽ところ　弘前文化センター２階大
会議室
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。子ども用の
ヴァイオリンやチェロも用意してい
ます。
■問い合わせ先　弘前交響楽団事
務局（二川原さん、☎携帯090・
4559・9343）

プロオーケストラの弦楽器奏者による
ドリームコンサート・ドリームゼミナール

 

　定住人口の増加と地域経済の活性化を図るため、ふ
るさと回帰のきっかけとなる同窓会に要する費用の一
部を補助します。ぜひご活用ください。
▽補助対象者　同窓会の主催者
▽補助要件　次の全てに該当するもの　①市内で開催
されること／②出席者数が20人以上で、うち県外在
住者が５人以上であること／③出席者が今年度中に
20歳に達する年齢であること／④出席者に市が提供
するパンフレットなどの配布を行うほか、アンケート
に協力すること
▽補助金の額　出席者数× 2,000 円とし、出席者が

100 人に満たない場合または県外在住者が 10人未
満の場合は5 万円、出席者が100 人以上かつ県外在
住者が10 人以上の場合は10 万円が上限
※補助対象経費の実支出額の合計額が補助上限額に満
たない場合は、それを限度とします。
▽対象経費　開催案内文書の作成や送付に必要な印刷
製本費および通信運搬費／市内の飲食店等に支払う同
窓会の開催経費
▽申請方法　同窓会開催日の14日前までに、申請書
類をひろさき未来戦略研究センター（市役所３階、窓
口306）へ。
※申請書類は同センターで配布しているほか、市ホー
ムページからダウンロードできます。
■問い合わせ・申請先　ひろさき未来戦略研究セン
ター人口減少対策担当（☎40・7121）

同窓会支援事業費補助金の
申請受け付けを再開しました
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