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お知らせ版

 

4／15ｈｉｒｏｓａｋｉ
「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき

弘前さくらまつり
会期：４月 23 日～５月 5 日（午後 10 時まで夜間照明を点灯）

※桜の早咲きに対応して、４月 16 日～ 22 日までは準ま
つり期間として出店や夜間照明を実施します。詳しくは、市
ホームページなどをご覧ください。

４月 16 日から
みんなを待ってるよ !!

No.244 

2016 

　弘前デザインウィークでは、子どもたちに弘前城に親しみを持ってもら
うことを目的に「弘前城お城ロボット」を制作中です。今年の弘前さくら
まつりでは、お城ロボットのデザインの公開や豪華ゲストによるテーマソ
ング演奏など、楽しいイベントを開催します。
▽とき　4月23日（土）、午前11時半ころ～（弘前さくらまつり開会式〈午
前11時～〉終了後）
▽ところ　弘前城本丸
　４月１日から公開中の特設サイト（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/tamenoboon5/）でも、お城ロボットの最新情報を発信して
いますので、ご覧ください。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎35・1194）

　昨年の弘前城天守曳屋（ひきや）により、現在、本来の天守台の上には何もなく、
皆さんも少し寂しい気持ちではないでしょうか。そこで、スマートフォンやタブレッ
ト端末などの中で天守を天守台の上に復活させることにしました !!
　無料の観光アプリ「街めぐ～弘前編～」を使用して画面を見る
と天守が復活し、一緒に写真も撮れます。ぜひ、このアプリを使っ
て楽しんでみませんか。
※下記ＱＲコードからアプリをダウンロードしてご利用くださ
い。なお、ダウンロードおよびアプリ利用時には別途通信料がか
かります。
▽アプリ配信開始　４月15日（金）、午前０時～
▽アプリの機能　
○弘前公園内の６カ所でＡＲ（拡張現実）撮影が可能
①下乗橋からの天守／②内濠から見上げた天守／③館神跡からの天守と石垣／④日
本最古のソメイヨシノ／⑤春陽橋からの西濠／⑥南内門からの桜
※アプリ内ではたか丸くんやお城ロボットも出現し、
一緒に撮影もできます。ただし、お城ロボットは４
月 23 日の午前 11 時半ころから配信予定です。
○弘前公園内の重要文化財や施設などの情報案内など
■問い合わせ先　広聴広報課（☎35・1194） iphone版

ダウンロード
android 版
ダウンロード

弘前城お城ロボット公開！

天
守
台
に
天
守
が
復
活
!?

 

弘
前
デ
ザ
イ
ン

ウ
ィ
ー
ク

弘前公園内では公衆無線ＬＡＮ

（Hirosakicity_Free_Wi-Fi） が 利

用できます。詳しくは市ホーム

ページをご覧ください。

あっ！
天守がある !!

coming soon...
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桜を上から
眺めてみませんか
　市役所本館の屋上を開放し、
日本一の桜と岩木山を一望で
きる絶好の位置に観覧場所を
設置します。地上約 14 ｍか
らの絶景をぜひご覧ください。
▽とき　４月 16 日～５月５
日の午前９時～午後５時（最終入場は午後４時半）
▽ところ　市役所本館屋上
※外部改修工事につき、市役所新館からはご覧いただ
けませんので、ご了承ください。
■問い合わせ先　財産管理課（☎35・1120）

開会式 4 月 23 日、午前 11 時～／本
丸

演芸場
（護国神社前）

津軽の郷土芸能などを、まつり
期間中随時披露

2016 津軽三味線
世界大会

5 月 3 日・4 日、開場＝午前 9
時／市民会館（下白銀町）／入
場料…当日券＝ 2,000 円、両
日券＝ 3,500 円／問い合わせ
先　津軽三味線世界大会実行
委員会事務局（小島さん、成田
さ ん、 ☎ 携 帯 070・5322・
3341 ～ 3342）

2016 津軽五大民謡
全国大会

5 月 5 日、開演＝午前 10 時／
市民会館（下白銀町）／入場
料＝ 1,000 円／問い合わせ先
　陸奥新報社事業部（☎ 34・
3111）

■開花状況やまつり期間中の催しなど、まつりに関
する問い合わせ先　市立観光館（追手門広場内、☎
37・5501 ／４月 16 日～５月５日は午後９時まで
開館）
※弘前公園の桜情報は、インターネット（http://
www.hirosakipark.or.jp/) でも閲覧できます。

内濠開放内濠開放
★

◎弘前公園内では火気の使用はできません。
◎ごみの削減・持ち帰りにご協力ください。
◎弘前公園までは公共交通機関のご利用を。

ご協力を

弘前城（本丸・北の郭）入園料 
午前７時～午後９時 大人（高校生以上） 310 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）
天守への入館料を含む。
※午後９時以降は無料（天守は午後９時で閉館）。
※４月 16 日～ 22 日は午前９時から午後５時まで有料。
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）

弘前城植物園入園料
午前９時～午後６時 大人（高校生以上） 310 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）
入園券の発売は午後５時半まで／休園日…なし
※４月 16 日～ 22 日は午後５時までで、入園券の発売は午後
４時半まで。
※ 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、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は
無料。年齢や住所、身分を証明できるものの提示を。
◆問い合わせ先　植物園（☎ 33・8733）

藤田記念庭園入園料
午前９時～午後９時 大人（高校生以上） 310 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）
休園日…なし
※４月 16 日～ 22 日は午後５時まで有料。
※ 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、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は
無料。年齢や住所、身分を証明できるものの提示を。
◆問い合わせ先　記念庭園（☎ 37・5525）

お得なセット（弘前城・植物園・記念庭園）入園料
大人（高校生以上） 510 円（460 円）
子供（小・中学生） 160 円（130 円）

◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）
通年券（購入日から１年間有効、期間中何度でも入場可）

・３施設（弘前城・植物園・記念庭園）共通通年券
大人（高校生以上）  …2,050 円 子供（小・中学生）…610 円
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）／植物園（☎
33・8733）／記念庭園（☎ 37・5525）
・３施設（弘前城・植物園・記念庭園）各通年券
大人（高校生以上）  …1,020 円 子供（小・中学生）…300 円
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）

※料金の（　）内は 10 人以上の団体料金。

4 月 16 日～ 5 月５日の
駐車場開場時間の変更
　4 月 16 日～ 5 月５日、次の駐車場の開場時間が
変更になります。
◎市役所駐車場
▽開場時間　午前７時～午後10時
※通常は午前７時～午後９時半。
　次の駐車場については、桜の開花状況によって、開
場時間が繰り上がる場合があります。
◎市立観光館駐車場・弘前文化センター駐車場
▽開場時間　午前８時～午後10時
～共通事項～
※午後 10時を過ぎると出庫できなくなりますので、
ご注意ください。
■問い合わせ先　市役所駐車場…財産管理課（☎
35・1120）／市立観光館駐車場…市立観光館（☎
37・5501）／弘前文化センター駐車場…弘前文化
センター（☎33・6571）

市役所駐車場は左折での入庫・
出庫にご理解とご協力を
　さくらまつり期間中は、
会場の弘前公園周辺が大変
混み合います。市役所駐車
場も右折待機車による渋滞
が例年発生しておりますの
で、渋滞緩和のため、市役
所駐車場の入庫、出庫の際
は、左折のみとさせていただきます。
　なお、駒越町方面からは、う回路として塩分町（市
道塩分町線）を、城西・茂森町方面からは、森町（市
道森町品川町線）を経由してください。
　また、駐車場が混雑してきた場合は、入庫を制限さ
せていただく場合（市役所に用事のある人を除く）が
ありますので、公共交通機関や周辺の駐車場もご利用
ください。
■問い合わせ先　財産管理課（☎35・1120）

市役所
追手門広場

弘前公園

平面藤田記念庭園
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カラーコーンの設置にご理解・協力を
　4 月 16 日～ 5 月５日は、違法駐車車両の排除や
交通渋滞の防止、無理な横断者の交通事故防止を図る
ため、東門から亀甲町交差点にかけてカラーコーンを
140 本設置しています。これについて、「美観を損ね
る」「自転車走行の妨げになっている」などの理由か
ら撤去要望がありますが、県内外から訪れる観光客の
安全・安心を第一に、道路における危険防止と円滑な
交通の流れを確保するために必要な措置ですので、ご
理解とご協力をお願いします。
■問い合わせ先　観光政策課（☎ 35・1128）

 

期間中の臨時駐車場期間中の臨時駐車場 ＝有　料
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弘前さくらまつり知床フェア
　昨年に引き続き、友好都市知床斜里町の観光PRと
世界自然遺産の紹介および特産品の販売を行います。
海産物・農産加工品など、知床斜里の味覚を取り揃え
ていますので、この機会にぜひおいでください。
▽とき　４月30日・５月１日の午前11時～午後３時
▽ところ　追手門広場（下白銀町）
▽販売品　海産物（鮭漬魚各種、ほっけ開き、鮭ハラス、
定置時鮭切身など）、農産加工品（でんぷん、小麦粉、
小豆、ラーメン、にんじんジュースなど）、知床しゃ
りブランド品、各種スイーツなど
※斜里産小麦を使用したラーメンの試食も行います。
■問い合わせ先　知床斜里町観光協会（☎北海道
0152・22・2125）／弘前観光コンベンション協
会（☎35・3131）／商工政策課（☎ 35・1135）

園内をご案内します（無料ガイド）
　弘前観光ボランティアガイドの会がご案内します。
追手門と東門付近に受付テントがありますので、気軽
にご利用ください。
▽受付時間　４月16日～５月５日の午前９時～午後
４時
※事前予約は受け付けていませんので、案内までお待
ちいただく場合があります。
▽案内範囲　弘前公園
▽ガイド料　無料（有料区域入園料は依頼者負担）
■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）

車いす応援隊
　車いす応援隊では、さくらまつりに来園した車いす
利用者の介助や、車いすの貸し出しを行います。
▽活動日時　４月23日～５月５日の午前９時～午後
４時（事前予約は受け付けていません）
※4月 16日～ 22日は貸し出しのみ。
▽活動場所　弘前公園内
▽利用料　無料
■問い合わせ先　弘前市ボランティアセンター（☎
33・2039）

弘前さくらまつり
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市政情報
Town Information

市役所本庁舎で水道料金などの手続きが
できるようになりました

ぜひご利用
ください

弘前市
大和沢

一野渡

石川

松崎

館田

堀越

大坊
広野

松原

門外

平川市

日沼

樹木

金属団地
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城東 田園

境関

下湯口
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アップルロード

大鰐弘前I.C.

盛岡・秋田

盛岡・仙台

城北大橋

橋
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士
富

岩木橋

岩木茜橋

青森

城西大橋
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弘前大橋

境橋

上岩木橋

弘南大橋

新大豊橋

大豊橋

館田橋

アップル大橋

橋

中央弘前駅

弘高下駅

弘前学院
大前駅

聖愛中高前駅

千年駅

小栗山駅

松木平駅

石川駅

弘南鉄道大鰐線

JR弘前駅
弘南弘前駅

弘前東高前駅

JR
石川駅

運動公園前駅

新里駅
館田駅

平賀駅

柏農高校前駅

弘南鉄道弘南線

JR奥
羽
本
線

線
南
弘
道
鉄
南
弘

JR撫牛子駅

津軽大沢駅

義塾高校前駅

弘前城跡
弘前公園

最勝院
五重塔

長勝寺

久渡寺

りんご公園

弘前市役所

弘前
大学

国立
弘前病院

弘前記念病院

弘前
市立病院

ヒロロ

平川市役所

墓地公園
管理事務所

弘前市岩木庁舎
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臨時無料駐車場 収容台数（台）

①堀越雪置き場 500

②弘果弘前中央青果 200

③さくら野 200

④土手町倉庫 80

⑤弘南鉄道　大鰐駅 50

⑥　　〃　　石川プール前駅 20

⑧

⑦　　〃　　石川駅 5

　　〃　　小栗山駅
（小栗山農村交流公園）

合 計

15

,1 070

開　放　時　間

※①②④⑧は午前９時～午後６時。
※③は午前９時～午後８時。
※⑤⑥⑦は午前６時～午後10時半。
※④は平日（４月20日～24日、27日・
28日・30日、５月１日）は利用できません。

P

P臨 時

臨 時

中心市街地誘導型パークアンドライド臨時無料駐車場 
運行区間 運行日時

堀 越～弘 果～さくら野～土手町

４月18日（土）～５月６日（水） 

2

●堀越発
　
●土手町発
　午前11時以降30分おき…午後５時半（最終）

午前10時以降30分おき…午後３時（最終）
シャトルバス
（無　料）

・シャトルバス案内図

弘前市運動公園

1km本丸まで

③さくら野
②弘果

①堀越

④土手町倉庫

⑥石川プール前駅

⑦石川駅

P

P P

P

P
▼至⑤大鰐駅

⑤大鰐駅P

P

P

P

シャトルバス

⑧農村公園 P

弘前さくらまつり

126

臨時無料駐車場 収容台数（台）

①堀越雪置き場 500

②弘果弘前中央青果 200

③さくら野 170

④土手町倉庫 80

⑤弘南鉄道　大鰐駅 50

⑥　　〃　　石川プール前駅 20

⑦ 　〃　　石川駅 ４

合

　　

計 ,1 055

開　放　時　間

※①②④は午前９時～午後６時。
※③は午前９時～午後８時。
※⑤⑥⑦⑧は午前６時～午後10時半。
※④は平日（５月２日）は利用できません。

運行区間 運行日時

堀 越～弘 果～さくら野～土手町

４月16日・17日・23日・24 日、 

●堀越発

●土手町発
午前11時以降30分おき…午後５時半（最終）

午前10時以降30分おき…午後３時（最終）

シャトルバス
（無　料）

29日～５月３日

⑧ 〃 小栗山駅

（小栗山農村交流公園）
15

126

臨時無料駐車場 収容台数（台）

①堀越雪置き場 500

②弘果弘前中央青果 200

③さくら野 170

④土手町倉庫 80

⑤弘南鉄道　大鰐駅 50

⑥　　〃　　石川プール前駅 20

⑦ 　〃　　石川駅 ４

合

　　

計 ,1 055

開　放　時　間

※①②④は午前９時～午後６時。
※③は午前９時～午後８時。
※⑤⑥⑦⑧は午前６時～午後10時半。
※④は平日（５月２日）は利用できません。

運行区間 運行日時

堀 越～弘 果～さくら野～土手町

４月16日・17日・23日・24 日、 

●堀越発

●土手町発
午前11時以降30分おき…午後５時半（最終）

午前10時以降30分おき…午後３時（最終）

シャトルバス
（無　料）

29日～５月３日

⑧ 〃 小栗山駅

（小栗山農村交流公園）
15

4

中心市街地誘導型パークアンドライド
　さくらまつり期間中の、中心市街地の交通渋滞の緩
和と街歩きの誘導を図るため、郊外に臨時無料駐車場
を設置し、土手町までの無料シャトルバスを運行しま
す。また、弘南鉄道大鰐線利用者は、弘前公園有料区
域と藤田記念庭園の入園料が無料になりますので、こ
ちらもぜひご利用ください。
【臨時駐車場】
▽利用料　無料
▽臨時駐車場（収容台数）　①堀越雪置き場（500台）、
②弘果弘前中央青果（200 台）、③さくら野百貨店
弘前店（170 台）、④土手町倉庫（旧土手町分庁舎、
80台）、弘南鉄道大鰐線沿線駐車場…⑤大鰐駅（50
台）、⑥石川プール前駅（20台）、⑦石川駅（４台）、
⑧小栗山駅（小栗山農村交流公園、15台）
▽実施期間　①～④＝４月 16 日・17 日・23 日・
24日、29日～５月３日（④は５月２日の利用は不可）
／⑤～⑧＝４月16日～５月８日
▽利用可能時間　①②④…午前９時～午後６時／③…

午前９時～午後８時／⑤⑥⑦⑧…午前６時～午後 10
時半
【シャトルバス】
▽運行日　４月 16 日・17 日・23 日・24 日、29
日～５月３日
▽乗車料　無料
▽運行区間　堀越雪置き場～弘果弘前中央青果～さく
ら野百貨店弘前店～土手町（南瓦ケ町バス停）
▽運行時間　行き（堀越発）…午前 10時以降 30分
おき→午後３時最終／帰り（土手町発）…午前11時
以降 30分おき→午後５時半最終
【弘南鉄道大鰐線利用者の弘前公園入園料無料について】
▽実施期間　４月16日～５月８日
▽対象　弘南鉄道大鰐線を利用し、中央弘前駅で下車
した人
※中央弘前駅改札口で発行される「乗車証明書」を公
園券売所に提出すると、弘前城（本丸・北の郭）、弘
前城植物園、藤田記念庭園の３施設が無料（乗車当日
に限る）となりますので、ぜひご利用ください。
■問い合わせ先　都市政策課（☎35・1134）

「弘前工芸舎」市内工芸品
春限定セレクトショップ
　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。「趣の
ある建物」の指定を受けている旧紺屋町消防屯所で、
まちなかクラフト村の拠点「弘前工芸舎」の市内工芸

品春限定セレクトショップを開催
しますので、ぜひおいでください。
▽とき　４月 20 日～５月５日、
午前10時～午後６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）

　公共交通の利用促進と中心市街地活性化、子育て世
代・高齢者世代の支援などを目的に、市内の路線バス
と弘南鉄道大鰐線の運賃が割引になる「お出かけパ
ス」社会実験を実施します。

　なお、割引には事前にパスの登録が必要ですので、
申請方法を確認の上、お申し込みください。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102）　

「まちなかお出かけパス」「お出かけシニアパス」公共交通がお得に
利用できます

 まちなかお出かけパス お出かけシニアパス

対象者 市内に住所があり、小学生以下の子どもがいる母
親・父親

年４回の利用実績報告およびアンケートを提出
できる65歳以上の市民＝ 150人

運賃
（１乗車あたり）

保護者＝ 100円／小学生以下＝無料
※親子で利用する場合のみ。

正規運賃が 400円以下の区間＝ 100円／正規
運賃が400円を超える区間＝正規運賃から300
円割引

登録料 1,000 円 4,000 円
パスの有効期
限 平成 29年３月 31日

対象路線
市内を運行するバス路線と弘南鉄道大鰐線
※乗降場所がどちらも市内の場合のみ。
※土手町循環100円バスと城東環状 100円バス、ためのぶ号、青森空港線、岩木スカイラインシャ
トルバスは除く。

申請受付場所

都市政策課（市役所５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）、
総合行政窓口（駅前町、ヒロロ３階）、市民課城
東分室（末広４丁目、総合学習センター内）、各
出張所
※都市政策課以外の窓口ではパスの即日発行は行
いません（受け取りまで１週間程度かかります）。

都市政策課（市役所５階）

申請方法

健康保険証など、申請者の氏名、住所がわかるも
のを持参の上、窓口で申請を。
 
 
 
 
 
 
 
 

住所・氏名・電話番号を記入し、５月１日（必着）
までに次の方法で都市政策課へ申し込みを。
①電話…☎ 35・1102（土・日曜日、祝日を除く）
②ファクス…35・3765
③都市政策課に直接申し込み（土・日曜日、祝
日を除く）
④郵送…〒 036・8551、上白銀町１の１、都
市政策課あて
⑤Ｅメール…toshiseisaku@city.hirosaki.
lg.jp
※応募者多数の場合は抽選で決定し、当選者に
は５月上旬に書面で通知します。

　４月１日から、サービスの向上と経営の効率化を目
指し、上下水道事業の一部業務を民間の専門業者に委
託しています。現在の茂森庁舎のほか、市役所１階に
も「上下水道部お客さまセンター」を開設しています
のでご利用ください。
　なお、現在の上下水道部（茂森庁舎）は、５月 30
日から岩木庁舎に移転します。移転後の問い合わせ先
などは、広報ひろさき５月15日号でお知らせします。
【上下水道部お客さまセンター】
▽取扱業務　料金等納付についてのご案内や納入通知
書の再発行／引越し等による水道の使用開始・中止や
名義変更の届出／納付方法の変更や口座振替手続き／

使用水量や料金の確認など
▽開設時間　午前８時半～午後５時（土・日曜日、祝
日を除く）
■問い合わせ先　上下水道部総務課（☎31・6170）
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　市では、次代を担う国際化に対応した若者の才能を
育てるため、国際青少年研修協会が実施する高校生・
学生を対象とした海外派遣事業への参加費用の一部を
助成します。
【対象となる海外派遣事業】
◎高校生の夏休み海外派遣
▽日程と内容／参加料（予定）
①フィジー無人島体験（基地づくり）＆ホームステイ

（９日間）＝７月26日～８月３日／41万 8,000 円
②モンゴル・サマーキャンプ（青少年交流）＆遊牧民
生活文化体験（10 日間）＝７月 24日～８月２日／
40万 8,000 円
③イギリス英語研修＆ホームステイ（18 日間）＝７
月26日～８月 12日／ 68万 8,000 円
④カナダ英語研修・ボランティア体験＆ホームステイ

（18 日間）＝７月24日～８月10日／65万8,000円
⑤オーストラリア生活文化体験＆ホームステイ（12
日間）＝７月29日～８月９日／49万 8,000 円
⑥オーストラリア・スクール体験＆ホームステイ（18
日間）＝７月26日～８月 12日／ 55万 8,000 円
⑦シンガポール・スクール体験＆ホームステイ（18
日間）＝７月28日～８月 14日／ 38万 8,000 円
⑧フィリピン・プライベート英語研修＆ドミトリー
ステイ（10 日間）＝７月 29日～８月７日／ 38万
5,000 円
※参加料はいずれも市の補助金交付前の額。内容など

については変更になる場合がありますので、ホーム
ページなどでご確認ください。
◎学生の語学留学プログラム
　海外で本格的に英語を学びたい人へのプログラム
で、ホームステイなどでの海外生活や英語学習を通し
た幅広い交流を目的とします。
▽派遣先　カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュー
ジーランド、アメリカ（ハワイ）、フィリピン
▽期間　２週間～（派遣先によっては１週間から可）
【市の補助金および事業参加申込について】
▽対象　市内に住所を有する県内の高校生および県内
の大学・短期大学・専修学校に在籍する学生
▽補助金額　24万円（協会への参加料納付前に交付）
▽申し込み方法　５月16日までに、参加申込書およ
び補助金申請書を文化スポーツ振興課（市役所２階、
窓口253）へ。
※申込書および申請書は同課で配布しています。
▽選考・交付　申し込みのあった高校生・学生のうち、
市の選考委員会において選考された高校生８人・学生
２人に対して交付します。
■問い合わせ・申込先
事業の内容について…国際青少年研修協会（☎東京
03・6417・9721、Ｅメール info@kskk.or.jp、ホー
ムページ http://www.kskk.or.jp）
申し込み・補助金について…文化スポーツ振興課文化
振興係（☎40・7015）

国際人育成支援事業費補助金国際人を目指す高
校生・学生を支援

　市では、まちづくりと連携し、地域全体を見渡した
公共交通ネットワークの再構築を行うため、地域公共
交通の活性化及び再生に関する法律に基づく「弘前市
地域公共交通網形成計画」の策定を行っています。
　このたび、計画（素案）がまとまりましたので、市
民の皆さんから意見や提案を募集するため、パブリッ
クコメント（意見公募手続き）を実施します。
▽募集期間　４月15日～ 30日（必着）
▽計画（素案）の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧（土・日曜日を除く）
都市政策課（市役所５階）、市役所総合案内所（市役
所１階）、岩木総合支所総務課（賀田１丁目）、相馬総
合支所民生課（五所字野沢）、市民課駅前分室（駅前町、
ヒロロ３階）、市民課城東分室（末広４丁目、総合学
習センター内）、各出張所
▽対象　①市内に住所を有する人／②市内に事務所な
どを有する人または団体など／③市内に勤務する人／
④市内の学校に在学する人／⑤本市に対して納税義務
を有する人、または寄付を行う人／⑥本計画に利害関
係を有する人
▽提出方法　指定の様式または任意の様式に、住所、

氏名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、在
住・在学の別（任意様式の場合は対象①～⑥のいずれ
か）、件名（任意様式のみ、「弘前市地域公共交通網形
成計画（素案）への意見」など）を記入の上、次のい
ずれかの方法で提出を。
❶郵送…〒036・8551、上白銀町１の１、都市政策
課あて
❷都市政策課へ直接持参（土・日曜日を除く）
❸ファクス…35・3765
❹Ｅメール…toshiseisaku@city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総合案
内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、市
民課駅前分室・城東分室、各出張所に設置
※記入漏れがある場合は意見として受け付けませんの
で、ご注意ください。また、電話など口頭では受け付
けません。
▽意見の公表など　寄せられた意見などは、計画策定
の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所を除き、
対応状況を市ホームページで公表します。なお、個別
回答はしませんので、ご了承ください。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

弘前市地域公共交通網形成計画（素案）への
パブリックコメントを募集します

意見や提案を
お寄せください

弘前市協働によるまちづくり推進審議会委員を
募集します

市民の皆さん
から公募します

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、市内で行われている市民活動を紹介していきます。

「つなげよう！市民のチカラ！」放送中です

　　　　　　●子どもの「心の居場所」をつくる／チャイルドライ
　　　　　　 ンあおもり弘前分室
　「チャイルドライン」は、18歳までの子どもがかける専用電話です。子
どもたちに声でつながる「心の居場所」づくりを目指し、弘前でも5年前
から活動を始めています。
　学校に行きたくないという悩みでも、一人ひとりその奥にある感情は違
います。そのため、受け手ボランティアの皆さんは、学校での出来事など
の「事柄」に振り回されず、話している子どもの感情に寄り添うように話を聴くことを大切にしています。子ども
たち自身が自分の内にある可能性に気づき、解決への一歩を踏み出せるよう、子どもたちを応援する活動を展開し
ています。

FMアップルウェーブ（78.8MHz）の日曜午後５時からの生放送番組「わがままWAVE It's Cool」内で、
町会やNPOをはじめとする市民活動の実践者が生出演し、活動の魅力を発信するコーナーです。毎月第４日曜日、
午後５時 10 分頃から放送されますので、ぜひお聞きください。

 チャイルドラインあおもり弘前分室事務局長の
伊丹秀子さん（右）

市民活動を
FM ラジオで
発信 !!

　弘前市協働によるまちづくり推進審議会は、弘前市
協働によるまちづくり基本条例に規定された市の附属
機関です。条例の実行性を確保するため、条例と各種
計画、事業等の整合性に関する事項などについて、審
議します。
▽応募資格　市内に在住する平成８年４月１日以前に
生まれた市民（市のその他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公務員を除く）
▽募集人員　２人程度
▽募集期間　４月15日～５月 13日（必着）
▽任期　委嘱の日から３年間
▽会議の開催など　会議は年６回程度、主に平日の夜
間、土・日曜日の日中に開催予定
▽報酬など　１回の会議出席につき、委員長は 1万
2,100 円、委員は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メールで提出してください。
①住所・氏名（ふりがな）・性別・生年月日・職業・
電話番号／②「私が考える弘前市の協働のまちづくり」
をテーマにした作文（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
ムページに掲載しているほか、市民協働政策課でも配
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・発表　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書面で通知します。
▽その他　弘前市協働によるまちづくり基本条例の詳
細は、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ・申込先　市民協働政策課市民協働係
（〒 036・8551、上白銀町 1の 1、☎ 40・7108、
Ｅ メ ー ル shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp、
ホームページ http://www.city.hirosaki.aomori.
jp/jouhou/keikaku/kihonjourei/index.html）
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 イベント

　   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

郷土文学館スポット企画展
「与謝野寛・晶子の津軽

－与謝野寛・晶子の手紙」
▽開催期間　４月 20 日～５月 31
日、午前９時～午後５時
※入館は午後４時半まで。
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50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、ひろさき多子家族応援パス
ポートを持参の人は無料。年齢や住
所を確認できるものの提示を。
■問市立郷土文学館（☎ 37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

ブリッツ フィルハーモニック
ウィンズ弘前公演

　日本を代表する３人の奏者による
独奏や、コンクール課題曲、クラシッ
クの名演を行います。
▽とき　５月 27 日（金）、開場＝
午後５時15分、開演＝午後６時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽曲目　チャルダッシュ（マリンバ
二重奏）、たなばた、カルメンファ
ンタジー（フルート独奏）、サクソ
フォン・シャンソネット（サックス
独奏）、交響詩ローマの松より　ジャ
ニコロの松　アッピア街道の松
▽出演　指揮＝松元宏康／フルート
＝若山桃子／アルトサックス＝田村
真寛／マリンバ＝はるもな（冨岡春
絵・狩野もなみ）／演奏＝ブリッツ

フィルハーモニックウィンズ
▽入場料（前売り〈全席自由〉）　
一般＝ 3,000 円／中学・高校生＝
2,000円／小学生＝1,500円
※当日券は500円増し。
▽チケット販売所　さくらミュー
ジック、ブリッツフィルホームペー
ジ、弘前地区吹奏楽連盟事務局
▽その他　学生は入場時にチケッ
トと一緒に学生証の提示を／未就
学児の入場は不可／曲目・ゲスト
は予告なしに変更する場合があり
ます／前売り券の販売状況により、
当日券の販売を行わない場合もあ
ります。
■問弘前地区吹奏楽連盟事務局（弘前
学院聖愛中学高等学校内、佐川さん
、 ☎ 87・1411、 ■Ｅ sagawa@
seiai.ed.jp）

漫才の DENDO 全国ツアー
弘前公演

　中田カウス・ボタンや、Ｍ－１王
者トレンディエンジェル、博多華丸・
大吉など、よしもとの本格漫才公演
を行います。
▽とき　７月 24 日（日）、午後１
時半開演（開場は午後１時）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽入場料（前売り）　Ｓ席＝ 3,500
円／Ａ席＝ 3,000 円／Ａ席（65
歳以上〈優待料金〉）＝1,000円
※当日券は500円増し。
▽チケット販売所　市民会館、弘前
文化センター、FMアップルウェー
ブ、さくら野弘前店、エルムショッ
ピングセンター
※優待料金での販売は、市民会館の
みで行います。購入の際は、年齢の
確認できるものの提示を。
▽チケット販売期間　４月20日～
■問市民会館（☎ 32・3374、第３
月曜日を除く午前９時～午後５時）

ワンワンパーク

▽日程と内容　①ドッグラン＝５
月７日～ 15日、午前 10時～午後
３時／②犬のしつけ教室＝５月 11
日・15 日、午前 10 時～正午（先
着15組）
※受け付けはいずれも午前９時半
～。
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）ニュースポーツ場
▽対象　犬の登録をしており、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、犬や人間に対し
て攻撃性がなく、フェンスに体当た
りしない犬
▽参加料　①１日 100 円／② 1日
300円
▽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）

４
月
の
催
し

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］
★観察会　赤い火星と赤いアン
タレスの接近
▽とき　４月 27 日（水）、午後
８時～９時半
★観察会　みずがめ座η流星群
を見て春の幸運をつかめ
▽とき　５月６日（金）、午後８
時～９時半
～共通事項～
▽ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）天文台
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時半）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休館）

再生資源回収運動　協力団体募集

　市では、ごみの減
量化や資源化を目的
に、再生資源回収運
動を推進しています。
この運動は、町会や
子ども会、ＰＴＡな
どの団体が回収の日
時・場所を決め、家庭から出される古紙類などの資源
を資源回収業者に引き取ってもらう自主的なリサイク
ル運動です。
　協力団体には、回収量 1㎏当たり 4円の報償金を
交付しています。なお、事前に団体登録が必要ですの
で、実施を希望する団体は届け出をしてください。

衣類回収ボックスを増設しました

　市では、ごみの減量化、リユース・リサイクルを推
進するため、家庭で不用になった衣類の回収を実施し
ています。このたび、新たな施設に衣類回収ボックス
を設置しましたので、ご利用ください。
　なお、回収された衣類は、主に東南アジアなどで衣
類として再使用されるほか、工業用のウエス（ぞうき

ん）として再利用されます。
▽衣類回収ボックス設置場所
【新設】
①清水交流センター（大開２丁目）
②千年交流センター（原ケ平５丁目）
③北辰学区高杉ふれあいセンター（独狐字山辺）
【既設】
①市役所本庁舎（上白銀町）
②岩木庁舎（賀田１丁目）
③相馬庁舎（五所字野沢）
④総合学習センター（末広４丁目）
⑤ヒロロスクエア（駅前町）
※利用時間は、各施設の開庁・開館時間内となります。
▽回収するもの
○衣類…ジャケット・シャツ・
セーター・スカート・
ズボン・Ｔシャツ・
子供服・帽子・ネク
タイ・手袋・和服な
ど
○布類…シーツ・タ
オル
▽回収しないもの
×衣類…雨具・制服・
下着・スリッパなど
×その他…カバン・ア
クセサリー・毛布・布
団・クッション・マッ
トレス・ぬいぐるみ・
革、金属製のものなど

 

　平成28年第１回市議会定例会において、現副市長である蛯名正樹氏を再任することと、新たに山本
昇氏を選任することが議決されました。

山
やまもと

本　昇
のぼる

  氏（45）

【主な経歴】
平成７年に青森県に採用。
県土整備部監理課主幹、総
務部市町村振興課主幹（弘
前市企画部政策推進課長
併任）、総務部市町村課主
幹（弘前市経営戦略部長併
任）。平成27年に弘前市
（経営戦略部長）に採用。蛯

えび な

名 正
まさ き

樹  氏（61）

【主な経歴】
昭和 53 年弘前市に採
用。農業委員会事務局次
長補佐兼農政係長、建設
部道路維持課長補佐、建
設部道路維持課長、農林
部長を歴任。平成 24年
から副市長に就任。

副市長２名を選任

環境ニュース環境ニュース
■問い合わせ先　環境管理課資源循環係（☎35・1130）

回収量１kg当たり４円の
報償金は、団体の活動資
金などに活用できるよ！
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月第３日曜日、午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽講師　新岡將光さん（日本ソムリ
エ協会公認シニアソムリエ）
▽対象　20歳以上＝８人
▽受講料　4,000円（テキスト代・
ワイン代を含む）
▽その他　車での来場は不可。
■問ミニム事務局（渡邊さん、☎携帯
090・1376・9393、■Ｅ hiromi@
minimewine.com）

弘前文学学校 17 期生募集

　弘前文学学校では、幅広い年齢層
の人やさまざまな職業の人が集い、
文章の書き方を学んでいます。
　講義を受けるだけの人、投稿に挑
戦したい人、出版を考えている人な
ど、学ぶ喜びにチャレンジしてみま
せんか。
▽とき　４月 24日～平成 29年３
月 26日の毎月第２～４日曜日、午
前10時半～午後０時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽テーマ　「豊かな人間性と高い志
を備えた人間育成」
▽受講料　２万円
■問弘前文学学校事務局（渋谷さん、
☎88・2427）
※あおもり県民カレッジ認定校で
す。

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　①４月 29日、午前
10時～午後０時半＝「生活を豊か
に！簡単なエコバックをつくろう」
／②５月 21 日、午前 10 時半～
11時半＝「ことわざ栄養～健康で
豊かな人生のために」
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　①中学生以上＝６人／②中
学生以上＝50人
※応募多数の場合は抽選で決定しま
す。
▽受講料　①300円（布代として）
／②無料
▽持ち物　①裁縫道具
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

ベテランズセミナー

　天守曳屋（ひきや）工事で全国の
注目を集めている弘前城の意外に知
らない歴史を学びましょう。
▽とき　５月12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
▽テーマ　弘前城の歴史を学ぼう！
▽講師　今井二三夫さん（青森県文
化財保護審議会会長）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
▽申し込み締め切り　５月９日
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp 火曜日は休み）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【はじめてのパソコン講座】
▽と き　５月 13 日・20 日・27
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　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝
30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　４月 24日、午前
８時半～
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます（受付時間は午後５
時まで）。
【ボランティアサポートスタッフ募
集】
　市民ボランティアによるパソコン
講座（ウィンドウズ、エクセル、ワー
ドなど）を手伝ってくれるボラン
ティアスタッフを募集します。パソ
コン（ソフト）に関する知識があれ
ば、年齢・経験は問いません。

動物ふれあいウィーク 2016
「迷子にしない大作戦！」
　狂犬病予防とペットへの迷子札着
用についての理解を深めるためのイ
ベントです。最先端の迷子札の紹介
や犬のしつけ方教室のほか、警察犬
紹介、動物ふれあい体験、乗馬体
験、クイズラリーなどが行われます
ので、ぜひおいでください。
▽とき　５月３日・４日、午前 10
時～午後４時
▽ところ　青森県動物愛護センター
（青森市大字宮田字玉水）
■問青森県動物愛護センター（☎青森
017・726・6100）

こどもの読書週間 2016
「四角い本にまあるい心」
▽とき　４月 23 日～５月 12 日、
午前 10時～午後 6時
▽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
◯「おはなしの世界でまちがいさが
し～ももたろう」…閲覧室内の壁面
からももたろうの登場人物を探して
みよう
【えほんのもりのおはなしかい（春
スペシャル）】
▽とき　５月８日（日）、午前 10
時半～ 11時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽演目　カラーパネルシアター、紙
芝居、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）

ミニムワイン ステップ・
アップ講座
　世界のワインをテイスティングし
ながら、各国のワインの歴史や特徴
を学ぶ講座です。
▽とき　４月～平成 29年１月の毎
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■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

高原を歩こう！
さわやかウオーキング
▽とき　５月～ 10月の毎週月・木
曜日、午前 10 時 15 分～ 11 時
45分
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）
▽内容　月曜日＝歩幅が大きくペー
スが速めの「速歩ウォーク」／木
曜日＝ゆっくりのんびり「お散歩
ウォーク」
※毎月第３木曜日は園外プログラム
（新緑の嶽高原たけのこなべウオー
キング、初夏の黒森山ウオーキング、
相馬・星と森とりんごのみちウオー
キング、白神の森ウオーキング、中
野もみじ山ウオーキング）を行いま
す。
▽参加料　無料
▽その他　弘前駅前より無料シャト
ルバスが利用できます。
■問実施日当日（園外プログラムは実
施日の１週間前）までに、岩木山
総合公園（☎ 83・2311、■Ｆ 83・
2635）へ。

介護食士３級養成講座

　介護食作りの基本を学んでみませ
んか。
▽とき　５月 14 日～ 10 月 29 日
の隔週土曜日、午前９時～午後２時
50分（全 13回）
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部（小比内３丁目）
▽定員　30人（先着順）
▽受講料　6万 5,500 円（実習材
料費・テキスト・資料代などを含む。
分納可）
▽その他　５月 14日の午前９時～
11時 50分の授業「介護食概論」は、
受講料無料で体験できます。介護食
に関心のある人は誰でも参加可能で
す。詳しくはお問い合わせください。
■問５月 10日までに、電話かＥメー
ル（件名に「介護食士問い合わせ」
と記入し、本文中に氏名・電話番
号を記入）で弘前医療福祉大学短
期大学部介護食士養成講座係（☎
27・1001、 ■Ｅ office@jyoto-
gakuen.ac.jp）へ。

「あゝ弘前城」～楽しく舞って
みませんか
　詩吟に合わせて舞う「剣詩舞」を
体験してみませんか。初心者大歓迎
ですので、ぜひご参加ください。
▽とき　５月16日・20日・23日・
27日、６月 13日・17日
※時間はいずれも午後６時半～８時
半。
▽ところ　サンライフ弘前（豊田１
丁目）
▽講師　剣桜館会員
▽受講料　無料
▽持ち物　腰ひも、足袋（靴下も可）、
扇子（貸出用あり）
■問５月 10 日までに、神刀剣桜流
剣詩舞剣桜館（佐藤さん、☎携帯
090・9637・6377）へ。

点訳奉仕員養成講習会
受講者募集
　点訳による、視覚障がい者のため
の点字図書製作技術を学ぶ講習会で
す。
▽とき　６月７日～ 10月 11日の
毎週火曜日、午後１時～４時
▽ところ　弘前市障害者生活支援セ
ンター（土手町）
▽対象　高校卒業程度の学力を有
し、パソコンを持っている人＝５人
程度
※書類選考あり。
▽受講料　無料
■問５月 10日までに、青森県視覚障
害者情報センター（☎青森 017・
782・7799）へ。

弘前日本語クラブ
ボランティア募集
　弘前近郊に住む外国人への日本語
学習をサポートするボランティアを
募集しています。また、日本語を勉
強したいという外国人も募集してい
ます。語学力、日本語学習歴などは
問いません。
▽活動日　毎週木曜日の午後７時～
８時50分
▽ところ　市民参画センター（元寺

町）グループ活動室
▽参加料　１回100円
※事前の申し込みは不要。当日直接
会場へ。　
■問弘前日本語クラブ (金子さん、☎
携帯 080・5559・7527〈午後６
時～８時〉、■Ｅ hnc1900@yahoo.
co.jp）

のびのび子ども相談

▽とき　４月26日（火）
　　　　午前９時半～午後３時
※受け付けは午前９時半～午後２
時。相談が終わり次第終了（時間予
約制）。
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　発達相談（ことばが遅い、
落ち着きがないなど）
▽対象　市民（１歳以上の幼児とそ
の家族）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
■問４月 25日までに、弘前市保健セ
ンター（☎37・3750）へ。

求職者支援訓練の受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【ゼロから始める調剤薬局事務・パ
ソコン科】
▽とき　５月25日～８月 24日
▽ところ　パソコンスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽申し込み締め切り　４月22日
【経理実務科】
▽とき　６月30日～ 11月 29日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽申し込み締め切り　６月６日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込締め切り日までに各
訓練施設へ受講申込書の提出を。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

 教室・講座
 

 その他
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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）

日曜朝市に出店しませんか

　市内の観光スポットにもなってい
る日曜朝市に出店してみませんか。
▽開催日　６月 19 日～ 10 月 16
日の毎週日曜日、午前６時半～７時
半
※出店回数は自由。
▽ところ　津軽藩ねぷた村こみせ通
り（亀甲町）
▽募集期間　５月31日まで
■問青森県特産品センター（村山さん、
☎39・1811）

「生活困窮者」自立支援相談室

　経済的な悩みや家庭の悩みなどさ
まざまな問題を抱え生活に困ってい
る人に対して、専門の支援員が個別
相談に応じます。相談は無料で、秘
密は厳守します。
▽とき　平日の午前８時半～午後５
時
▽ところ　自立支援相談室（宮園２
丁目、社会福祉協議会内）
▽対象　市内に在住し、借金や病気
などの問題を抱え将来が不安・仕事
が見つからず困っている・収入が少

なくて家賃が払えない・ひきこもり
の家族のことで悩んでいるなどの理
由で生活に困っている人
▽支援の種類と内容
①自立相談支援事業…相談支援員が
一緒に課題を整理し、具体的な支援
プランを作成。関係機関と連携して
生活の安定や就労促進など自立に向
けた支援を行います。
②住居確保給付金の支給…離職など
によって住居を失った人、または失
うおそれが高い人に対し、就職活動
を支えるため家賃を原則３カ月間
（最長９カ月間）支給します（収入、
資産、年齢などの要件および家賃支
給上限額あり）。
③子どもの学習支援…生活に困って
いる家庭の中学生に対し、居場所を
提供して学習支援や教育相談などを
行います。
※①・②は生活保護を受けている人
は対象になりません。詳しくはお問
い合わせください。
■問自立支援相談室（☎33・1161）

津軽の名人・達人バンク

　「津軽の名人・達人バンク」とは、
津軽地域の文化、芸術、スポーツ、
レクリエーション活動などの生涯学
習の振興に寄与するため、さまざま
な分野において一芸に秀でた人材を
「津軽の名人・達人」として登録し、
学校・施設・団体・サークルなどで

城北公園交通広場
オープンしました
　交通広場では、子どもたちがミニ
列車やゴーカートに乗って、信号の
見方や踏切の横断などの交通ルール
を遊びながら学ぶことができます。
　入園は無料で、本物のＤ 51型蒸
気機関車も展示しています。家族そ
ろっての来園をお待ちしています。
▽開園期間　４月１日～ 10月 31
日
▽利用時間　午前10時～午後４時
▽ミニ列車・ゴーカート運行日　土・
日曜日、祝日、小・中学校の春・夏
休み期間
▽ミニ列車・ゴーカート利用料金　
１回100円
▽休園日　毎週火曜日（小・中学校
の春・夏休み期間を除く）
■問交通広場（田町３丁目、☎ 33・
6755）／都市政策課（☎ 35・
1102）

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。相談は予
約制ですので、希望する人は事前に
電話で申し込んでください。
▽とき　５月６日（金）
　　　　午前10 時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111

講師・指導者として利用してもらう
ものです。
○利用方法　
　「名人・達人」は市町村窓口など
に設置している登録者名簿か、津軽
広域連合ホームページでご覧になれ
ます。希望や目的にあった「名人・
達人」を見つけたら、利用者が直接
連絡を取り、協力を依頼してくださ
い。指導・支援の詳細については、
利用者と「名人・達人」とで話し合
いの上、決定してください。
○講師活用事業を実施中
　この事業は、広域連合圏域内にあ
る学校や児童施設、福祉施設などが
授業・課外活動・行事・イベント等
で「津軽の名人・達人バンク」を利
用する際に、講師にかかる謝礼を広
域連合が負担するものです。利用を
希望する場合は、ホームページから
利用申込書のダウンロードができま
すので、必要事項を記入の上、郵送
してください。
○「名人・達人」として登録したい
人は
　広域連合圏域内に在住で、地域の
ために自分の知識や特技を役立てた
いと考えている人なら誰でも「名人・
達人」に登録することができます。
資格・基準は一切ありません。ホー
ムページから情報登録申込書のダウ
ンロードができますので、必要事項
を記入の上、Ｅメールまたは郵送で
提出してください。
■問津軽広域連合「津軽の名人・達人
バンク」係（〒 036・8003、駅
前町９の 20、☎ 31・1201、■Ｅ
tsugarukoiki09@hi-it.jp、 ■Ｈ
http://tsugarukoiki.jp/）

地域経営アンケートの実施

　市では、市政や市民生活に対する
市民の意識・意向を把握し、施策の
企画・改善などに活用するため、「地
域経営アンケート」を実施します。
　調査の結果は、今後の市政運営に
とって重要な基礎資料として利用し
ますので、ご協力をお願いします。
▽とき　４月下旬～５月中旬
▽対 象　16 歳以上の市民＝約
2,600人
▽調査方法　調査員が対象世帯を訪
問する調査員調査
■問ひろさき未来戦略研究センター情

報分析・行革・連携担当（☎ 40・
7016）

第 55 回弘前市子どもの祭典
実行委員募集
　11月３日（文化の日）に開催さ
れる「弘前市子どもの祭典」の企画
や運営をしてみたいという中学生と
高校生を募集します。イベントづく
りに興味のある人、ほかの学校の人
と友達になりたい人など、たくさん
の応募をお待ちしています。
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）
▽内容　
①企画会議（舞台発表などの演目や
体験コーナーのブースなどを決めて
いきます。最初の会議は５月下旬を
予定）
②祭典当日（11月３日）の運営
▽対象　市内の中学・高校生＝ 30
人程度　
■問５月９日までに、はがきかファク
スまたはＥメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者名を記入）で弘前市子
どもの活動支援会（中央公民館内、
〒036・8356、下白銀町19の４、
☎ 33・6561、■Ｆ 33・4490、■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

キッズ☆ワールド 会員募集

　いろんな学校や学年の子と楽しい
活動ができるよ！大学生のお兄さん
やお姉さんが、毎回みんなをサポー
トします。
▽活動日　６月４日、７月２日・
30 日、８月 27 日、10 月 29 日、
12月３日、平成 29年１月 14日、
２月 25日の午前 10時～午後４時
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）、弘前公園ほか
▽内容（予定）　アイスブレーキン
グ、ウォークラリー、ワールドカッ
プ（運動会）など
▽対象　市内在住の小学生＝60人

▽会費　年額2,000円
▽申し込み方法　５月８日（必着）
までに、はがきかファクスまたはＥ
メール（住所・氏名〈ふりがな〉・
性別・電話番号・学校名・学年・保
護者氏名を記入）で、申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
全員に結果をお知らせします。
■問中央公民館「キッズ☆ワール
ド」係（〒036・8356、下白銀町
19 の４、☎ 33・6561、■Ｆ 33・
4490、 ■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

「ピュアフレンズ」
ボランティア募集
　知的障がいのある在宅者（おおむ
ね18歳以上の人）の生涯学習を支
援するピュアフレンズ事業のボラン
ティアを募集します。
▽日程　５月８日、６月 12日、７
月 10日、９月 11日、10 月９日、
11 月 27 日、12 月 18 日、 平 成
29年２月 12日の午前９時半～午
後３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　全体学習・買い物学習・ク
ラブ活動などの学習支援
■問ボランティアサークル「虹の会」
（安田さん…☎兼■Ｆ 87・2873、對
馬さん…☎兼■Ｆ 32・4759）／中
央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ 33・
4490、火曜日は休み）

県税のコンビニ納税と
口座振替制度
　自動車税・不動産取得税・個人事
業税はコンビニエンスストアでの納
付や口座振替が利用できます。また、
４月１日からゆうちょ銀行でも取り
扱いができるようになりました。口
座振替できる県税は次のとおりで
す。
○個人事業税…定期賦課分
○法人県民税・事業税（地方法人特
別税を含む）…中間・確定申告分
○自動車税…６月納期分（４月 28
日までに金融機関で申し込みが必
要）
○軽油引取税
■問中南地域県民局県税部納税管理課
（☎32・4341）

　青森県中弘地区消防協会の定期観閲式が、市役所周
辺と弘前公園内で行われます。消防団員の機械点検や
部隊行進のほか、歴史と伝統を誇る日本一のまとい振
り、はしご乗りの演技を披露します。
▽とき　５月５日（木・祝）
▽内容　第１会場＝市役所周辺（午前７時開始）…機
械点検、放水訓練、車両分列行進／第２会場＝弘前公
園内（午前９時開始）…人員服装点検、まとい振り・
はしご乗り演技、式典

【交通規制にご協力を】
　当日、会場周辺は一般車両の通行が規制されますの
で、ご協力をお願いします。
▽交通規制区域と時間　市役所前～弘前文化センター
（下白銀町）外堀沿い、午前６時15分～８時半
■問防災安全課（☎40・7117）

消防署

大学病院

市役所

市民会館

青森地方裁判所
弘前支部
青森地方裁判所
弘前支部

観光館

中央高校 文化センター

消防観閲式 車両通行止め区域
（黒塗り部分）
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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

①弘前あすなろ
ジュニアソフト
テニス教室

①前期＝４月～ 10月／②後期＝
11月～３月
４月の日程…22日＝午後７時～９
時、24日・29日・30日＝午後６
時～９時

①＝運動公園テニ
スコート（豊田２
丁目）／②青森県
武道館（豊田２丁
目）・市民体育館（五
十石町）

５歳～中学生

各期
6,000円
（前・後
期参加の
場合は
9,000
円）

ラケット、テニスシューズの持
参を。ラケットの貸し出し有り。
５月以降の日程は後日連絡。

弘前あすなろジュニアソフト
テニスクラブ（阿部さん、☎
兼 34・4451、 ☎ 携 帯
090・2024・1482）

②初心者ゴルフ
教室

４月 24日（日）、①午前 10時～
11時半／②午後１時～２時半
※雨天中止。

岩木川市民ゴルフ
場（清野袋２丁目）

高校生以上の
初心者・未経
験者＝各４人
（先着順）

１回
1,500円

帽子、着替えの持参を。ゴルフ
道具の貸し出し有り。

岩木川市民ゴルフ場（☎36・
7855）

③ワールドラフ
ターデー～笑い
ヨガ体験会～

５月１日（日）、講演＝午前 10時～、
笑う健康体操体験会＝午前 10時半
～正午

土手町コミュニケ
ーションプラザ１
階

100円 事前の申し込みは不要。靴下の
持参を。

弘前笑いヨガクラブ（山内さ
ん、 ☎ 携 帯 090・8581・
5162、  ryuchan214@i.
softbank.jp）

④初心者硬式テ
ニス教室

５月６日～６月 24日の毎週金曜
日、午後７時半～９時 運動公園（豊田２

丁目）庭球場
大学生以上の
市民＝10人
程度

１回500
円（傷害
保険料と
して。当
日徴収）

事前の申し込みが必要。運動靴
の持参を。ラケットの貸し出し
有り。

リベロ津軽スポーツクラブ（☎
55・5143、 55・5144）⑤ソフトテニス

教室（女性限定）
５月９日～６月 29日、初心者＝毎
週月曜日、中・上級者＝毎週水曜日
※時間はいずれも午後１時～３時。

⑥水泳教室（背
泳）

５月９日～ 25日の毎週月・水曜日、
午後１時～２時

温水プール石川（小
金崎字村元）

クロールで
25ｍ泳げる
市民＝ 15人

無料
水着、キャップ、ゴーグルの持
参を。応募多数の場合は抽選で
決定。

４月 27日（必着）までに、
温水プール石川（〒 036・
8123、小金崎字村元 125、
☎ 49・7081）へ。（※１）

⑦キッズリズム
ダンス体験教室

５月 15日・22日、入門クラス＝
午前 10時～ 11時／初級クラス＝
午前 11時半～午後０時半 岩木Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター（兼平字猿
沢）

年中児（今年
度中に５歳に
到達する幼
児）～小学校
２年生

1,000円
（２回分、
傷害保険
料を含
む）

 
電話かファクスで、岩木Ｂ＆Ｇ
海洋センター（☎82・5700、
82・5701）へ。

⑧初心者・中級
者バドミントン
教室

初心者＝５月 10日～６月 28日の
毎週火曜日／中級者＝５月 11日～
６月 29日の毎週水曜日
※時間はいずれも午前 10時～正
午。

各 20人 無料
ラケット、室内用シューズの持
参を。ラケットの貸し出し有り。
応募多数の場合は抽選で決定。

４月 26 日（必着）までに、
岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒
036・1332、兼平字猿沢 32
の 11、☎82・5700）へ。
（※１）

⑨ナイターノル
ディックウオー
キング（前期）

５月９日～６月 27日の毎週月曜
日、午後６時半～７時 45分

５月 23日まで…
弘前Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）／６月 27
日まで…運動公園
（豊田２丁目）

市民＝各回
15人（先着
順）

500円
（１回分、
傷害保険
料を含
む。当日
徴収）

全８回参加の場合は3,500 円。
ノルディックウオーキング用ポ
ール（貸し出し有り）、リュック
またはウエストポーチ、雨具の
持参を。

５月２日（必着）までに、電
話かファクスで弘前Ｂ＆Ｇ海
洋センター（☎ 33・4545、
33・4583）へ。

⑩幼児体操教室 ５月 10日～６月 28日の毎週火曜日、午後３時～４時
市民体育館（五十
石町）競技場

４歳～６歳
（就学前）＝
30人

無料
室内用シューズの持参を。
家族や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。

４月 28 日（必着）までに、
市民体育館（〒 036・8362、
五十石町７、☎36・2515）へ。
（※１）⑪レディース体

験スポーツ教室
５月10日～７月 12日の毎週火曜
日、午前 10時～ 11時 45分

ラケットテニ
ス＝女性10
人、ソフトバ
レーボール＝
女性12人

⑫ノルディック
ウオーキング体
験会

５月 13日～ 11月 11日の毎週金
曜日、午前 10時～ 11時半（８月
12日を除く）

弘前公園（集合＝
市民体育館正面玄
関）

約５㎞歩くこ
とができる人 2,500円

ノルディックウオーキング用ポ
ール（貸し出し有り〈100円〉）、
リュックまたはウエストポーチ、
の持参を。

市民体育館（☎36・2515）

※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（⑧は希望種目も）を記入の上、各申込先まで申し込みを。
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

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  177,015人　   （－207）
　 男　　  81,149人　   （－              96）
　 女　　  95,866人　   （－111）
・世帯数　 71,188世帯    （－            53）
平成 28年３月１日現在（推計）

有 料 広 告

www.shoubo-shiken.or.jp） か
ら申し込みできます。
▽願書配布先　消防本部予防課（本
町）／最寄りの消防署・分署
【事前講習会】
▽とき　６月２日・３日（２日間）
の午前９時半～午後４時半
▽ところ　弘前消防本部３階大会
議室
※車で来場する場合は、最寄りの有
料駐車場をご利用ください。
▽対象　乙種第４類の受験者のう
ち受講を希望する人＝ 100 人（先
着順）
▽受講料など　受講料＝ 4,500 円
（弘前地区消防防災協会加入事業所
は2,000円）／テキスト代＝1,600
円（いずれも講習初日に徴収）
▽受付期間　４月 25日～５月 24
日（平日の午前８時半～午後５時）
■問消防本部予防課（☎ 32・5104）
／最寄りの消防署・分署

甲種防火管理再講習
該当する施設は受講を！
▽とき　５月25日
　　　　午前10時～正午
▽ところ　黒石消防署（黒石市追子
野木１丁目）２階講堂
▽定員　50人（先着順）
▽受講料　無料
※講習で使用するテキストは事前
に書店などで購入し、当日持参して
ください。
▽申し込み　５月２日～ 16 日に、
消防本部予防課（本町）か最寄りの
消防署・分署へ。

■問消防本部予防課（☎ 32・5104、
■Ｈ http://www.hirosakifd.jp/）

弘前税務署からのお知らせ

○税額を多く申告していたとき
　「更正の請求」をして正しい税額
へ訂正を求めることができます（た
だし、法定申告期限から５年以内）。
○税額を少なく申告していたとき
　「修正申告」をして正しい税額に
修正するとともに、新たに納める税
額は、修正申告書を提出する日まで
に延滞税と併せて納めてください。
なお、修正申告をする場合には加算
税がかかることがあります。
※確定申告を忘れていたときはで
きるだけ早く申告してください。申
告が遅れると加算税や延滞税を納
付しなければならない場合があり
ます。
※平成 27年分確定申告の所得税及
び復興特別所得税の振替納付日は4
月 20日、消費税および地方消費税
の振替納付日は4月 25日です。残
高不足等で振替納付が出来なかっ
たときは延滞税がかかります。
　詳しくは国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp/）をご覧
ください。
■問弘前税務署（☎32・0331）

平成 28 年度協会けんぽ　
青森支部の健康保険料率
　全国健康保険協会（協会けんぽ）
青森支部では、県内の中小企業の従
業員とその家族が加入する健康保
険事業を運営しています。
　平成 28年度の健康保険料率は、
３月分（４月納付分）保険料より
9.98％から 9.97％に変更になりま
す。
■問全国健康保険協会青森支部（☎青
森 017・721・2713、■Ｈ http://
www.kyoukaikenpo.or.jp/
shibu/aomori/）

危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　①６月 11 日、②６月 25
日、③９月11日
▽ところ　弘前東高等学校（川先４
丁目）
▽種類　甲種（受験資格あり）／乙
種（第１類～６類）／丙種
※③は乙種第４類のみ。
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種
＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　①＝４月 25 日～５
月 13日（４月 22日～５月 10日）
／②５月 16 日～ 27 日（５月 13
日～ 24日）／③７月 21日～８月
５日（７月18日～８月２日）
※（ ）内はインターネットによる
電子申請受付期間。消防試験研究
センターホームページ（http://

 

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・祝日の入院を必要としない
軽症の急患や特定の診療科目に対応
するため、当番医がそれぞれの医院
において診療します。
◎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。

内　科
５／１ 小堀クリニック（中野２） ☎32・7146
８ さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
15 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 今村クリニック（松原西２）☎88・3090

耳鼻咽喉科・眼科
５／１ 成田眼科クリニック（森

町） ☎35・5155
３ あきた耳鼻咽喉科クリニ

ック（南城西２） ☎32・2332
４ たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456
５ よしだ耳鼻科・小児科（中

野２） ☎33・2306
15 加藤眼科クリニック（田

町５） ☎31・3711
29 やすはら耳鼻咽喉科（安

原３） ☎88・0087

歯　科
５／１ 菊地歯科医院（中野１） ☎32・7257
３ おおしみず歯科クリニッ

ク（大清水１）
☎28・5211

大手門歯科（元大工町） ☎33・6030
４ なかむら歯科医院（末広

４）
☎26・0388

川崎歯科（紙漉町） ☎33・7475
５ 佐藤歯科医院（大浦町） ☎36・0412

中川歯科医院（松森町） ☎32・2188
８ 第一歯科クリニック（城

東中央３）
☎27・7706

15 ふじた歯科医院（石渡４）☎37・3118
22 デンタルオフィスよしだ

（早稲田３）
☎26・2525

29 小泉歯科医院（高屋字本
宮）

☎82・3232
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まちづくり１％システム
２次募集を行っています！

　本年度に実施する事業の募集は、３次募集まで予定し
ています。
　「１％システムとはどんな制度？」「事業を申請したい
けど、書類を作るのが大変なので教えてほしい」など、
簡単な制度の概要から具体的な書類の書き方まで、１％
システムに関する質問や相談については、随時受け付け
していますので、気軽にお問い合わせください。

◎２次募集期間…５月６日まで（事業実施期間…７ 月
１日～平成29 年３月 31 日）
◎３次募集期間…７月４ 日～ 8 月５ 日（事業実施期
間…10 月１日～平成29 年３月 31 日）
■問 い 合 わ せ・ 提 出 先　市民協働政策課（市役
所 ２ 階、 窓 口 254、 ☎ 40・7108、 Ｅ メ ー ル
shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）

された団体（営利目的、宗教・思想・
政治活動などの目的で開催しようと
する団体は除く）
▽申し込み方法　開催希望申込書
に、テーマや開催場所など所定の事
項を記入の上、開催希望日前月の
10日（土・日曜日、祝日の場合は
前開庁日）までに広聴広報課（市役
所３階、窓口 308）へ持参するか、
郵送、ファクスまたはＥメールで申

し込んでください。
※開催希望申込書は、同課に備え付
けてあるほか、市ホームページから
もダウンロードできます。
▽その他　
○申込団体が複数の場合は、開催日
を調整する場合があります。
○会場の準備および費用負担は開催
団体が行ってください。
○開催結果は、写真を添えて市ホー
ムページで概要を公表します。なお、
ミーティングの様子はインターネッ
ト上で動画配信される場合がありま
す。
■問い合わせ先　広聴広報課広聴
広 報 担 当（ 〒 036・8551、 上
白 銀 町 １ の １、 ☎ 35・1194、
フ ァ ク ス 35・0080、 Ｅ メ ー ル
kochokoho@city.hirosaki.lg.jp）

　市民の皆さんのご意見・ご提案を
市政に反映させる広聴事業の一環
として「平成 28年度市長車座ミー
ティング」を開催します。
　市民がさまざまなテーマで、市長
とざっくばらんに話ができる絶好の
機会です。奮って申し込みを。
▽とき　申し込み団体の希望する日
にち、時間帯を調整の上決定します
（土・日曜日、祝日も可。時間は午
前 10時～午後８時半のうち１時間
程度）
※市長の日程により、希望日時に実
施できない場合があります。
▽対象　市内に在住、在勤または在
学するおおむね５人～ 15人で構成

市長車座ミーティング
市長と気軽に話しませんか

◎昨年度開催したミーティングでは、子どもたちに科学と触れあえる機会を増
やす取り組みや、子育てに不安を感じる保護者の不安解消に関すること、岩木
山の周辺環境を活用したアウトドア活動など、さまざまなテーマで話し合われ
ました。参加者からは、「市長と気軽に話せた」「今やっていることから、さら
に前向きな方向性が見えた」「実りのある会となった」などと好評を得ています。

■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。

●「ぎゅっと！」を見るには？
　市ホームページのトップページにあるバナーをクリッ
クするか、または「弘前市ぎゅっと！」で検索してくだ
さい。

■問い合わせ先　子育て支援課（☎40・7038）

「ぎゅっと！」ホームページ　http://hirosaki-city.mamafre.jp

子育て応援ウェブサイト
「ぎゅっと !」を知っていますか？

△バナーイメージ
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　市では、妊娠・出産・子育てに関する制度の情報をわ
かりやすく伝えるウェブサイトをオープンしています。
　制度の情報が「健康」「おかね」などに分類され、探
しやすくなっています。また、「ぎゅっと！」は、市ホー
ムページの各制度のページにリンクしているため、詳し
い情報も知ることができます。
　スマートフォンでも閲覧しやすいレイアウトとなって
いますので、妊娠中、子育て中の人はぜひ「ぎゅっと！」
をご活用ください。


