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　今年も特別企画展が開催されます。水野美術館（長
野県長野市）所蔵の近代日本画コレクション約 500
点の中から、よりすぐった作品 54点を展示します。
横山大観、菱田春草、上村松園、髙山辰雄、加山又造
ら近代日本画を代表する作家の作品を４つのテーマに
分け、日本画の魅力を紹介します。
▽開催期間　６月４日～７月10日
▽観覧時間　午前９時半～午後４時半
▽観覧料　一般＝ 800（600）円／高校・大学生＝
400（300）円／小・中学生200（100）円
※（　）内は 20人以上の団体料金。また、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。住所や年齢などを確認できるものを提示
してください。
【開会式】
▽とき　６月４日（土）、午前９時半～
※開会式終了後、内覧会を実施します（講師…髙田紫
帆さん〈水野美術館学芸員〉）。
【ギャラリートーク】
▽とき　期間中の毎週日曜日、午後２時～
▽講師　当館学芸員
▽聴講料　無料（観覧料は必要です）
※事前の申し込みは不要。
【親子鑑賞会作品解説】
▽とき　期間中の毎週土曜日、午前10時半～

▽内容　親子鑑賞会に来館した親子を対象に、子ども
向けの作品解説をします。
▽講師　当館学芸員
▽聴講料　無料（観覧料は必要です）
※事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
■問い合わせ先　市立博物館（☎35・0700）

熊本地震災害義援金を
受け付けています
　４月 14日に発生した熊本県熊本地方を震源とした
地震により、大きな被害が出ています。被災地の１日
も早い復興を願い、地震で被災した人を支援するため、
募金箱を設置して義援金を受け付けています。集まっ
た募金は、市社会福祉協議会を通じて日本赤十字社に
送金されます。

▽設置場所　市役所総合窓口（市役所１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）
▽受付期間　６月30日までの午前８時半～午後５時
（土・日曜日、祝日を除く）
※市社会福祉協議会（宮園２丁目、☎ 33・1161）
でも募金を受け付けています。また、振り込みによる
募金も可能です（手数料無料）。詳しくはお問い合わ
せください。
■問い合わせ先　福祉政策課（☎40・7037）

市立博物館特別企画展

　「水野美術館コレクション　

　　　　　花鳥風月-近代日本画 美の系譜-」

　横山大観『無我』▲
▲上村松園『夕べ』
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消費者月間パネル展示
▽とき　５月25日～ 31日、午前８時半～午後９時
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、ヒロロ３階）
▽内容　消費生活に関するパネル展やリーフレットの
提供・各種相談の紹介など
■問い合わせ先　市民生活センター（駅前町、ヒロロ
３階、☎34・3179）

　近年、消費者を取り巻く環境は、高齢化の進行、高度情報通信社会の進展、消費生活におけるグローバル化
の進展など、大きく変化しており、それに伴って消費者トラブルや消費者被害の内容などが変化してきていま
す。そこで、今後の消費者政策の推進には、これまでの枠組みを超えた取り組みが必要であり、社会経済の全
ての主体が消費者の利益の擁護・増進を意識して活動することが重要です。
　５月は消費者月間です。これにちなみ、「被害に遭わないためにはどうしたらいいのか」「被害に遭ったとき
にはどうすればいいのか」といった情報を、パネル展示で分かりやすく紹介します。また、併催イベントも開
催しますので、ぜひご来場ください。

併催イベント
【くらしの消費者講座】
　次々と新しい手口がでている悪質商法について、わ
かりやすく説明します。
▽とき　５月28日（土）、午後３時～４時半
▽テーマ　「悪質商法の事例と対策」
▽講師　青森県金融広報委員会金融広報アドバイザー

▽対象　市民または市内に通勤・通学する人
▽定員　30人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室２
▽参加料　無料
■問い合わせ・申込先　市民生活センター（☎ 34・
3179）

市政情報
Town Information
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人権・行政問題は相談を

●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。

●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。

○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。

■浅
あ さ り

利いつ子さん　　　　　 …☎ 84・2752
　相馬字向山９の３  
■阿

あ ぼ
保 香

か よ こ
代子さん …☎ 33・3615

　撫牛子１丁目３の８

■小
お だ ぎ り

田桐 ミツヱさん …☎ 35・1535
　松原東１丁目 16 の 16

■古
こ が わ

川 妙
た え こ

子さん …☎ 32・5256
　中野２丁目６の６

■齊
さいとう

藤 幸
さ ち こ

子さん …☎ 82・2744
　一町田字早稲田 20  
■笹

ささもり
森 智

ともひこ
彦さん …☎ 35・6570

　大久保字宮本 237 の４

■清
せ い の

野 光
みつのり

則さん …☎ 34・0421
　和徳町 141 の２

■田
た な か

中 均
ひとし

さん …☎ 33・1370
　浜の町東５丁目６の１

■鶴
つ る や

谷 郁
い く こ

子さん …☎ 33・8541
　田町４丁目 12 の３

■外
とのさき

崎 
ゆういち

一さん …☎ 34・8259
　取上２丁目 13 の 13　
■外

とのさき
崎 由

ゆ き こ
紀子さん …☎ 89・2271

　中野５丁目 24 の３　
■比

ひ な い
内 道

みちはる
治さん …☎ 87・4330

　山崎５丁目７の３

■福
ふ く し

士 滋
しげる

さん …☎ 36・8952
　和田町２の 17  
■山

やまうち
内 賢

け ん じ
二さん …☎ 31・6077

　親方町 36 関ビル６号　

■飛
あ す か

鳥 範
の り こ

子さん …☎ 88・3675
　大原２丁目３の４

■板
いたがき

垣 肇
はじめ

さん …☎ 87・0382
　中野５丁目 21 の４

■須
す と う

藤 タキさん …☎ 83・2337
　百沢字寺沢 109 の１

■中
なかざわ

澤 省
しょういち

一さん …☎ 84・2052
　相馬字八反田３の１

■野
の ろ

呂 眞
しんせい

正さん …☎ 34・7230
　三岳町７の 13  
■三

み か み
上 トキさん …☎ 82・2669

　兼平字林元 59 の 10

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　６月１日（水）、午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター
▽内容　生活再建や債務整理に必要な資金の貸付に関
すること
■問い合わせ・予約先　消費者信用生活協同組合青森
事務所（☎青森017・752・6755）

法テラス無料法律相談
　市民生活センターを会場に、無料法律相談を実施し
ています。相談は電話による完全予約制で、資力要件
に該当する人が対象となります。詳しくは法テラス青
森へお問い合わせください。
▽とき　毎週火曜日の午後１時～４時、４月９日から
隔週土曜日の午前10時半～午後０時半
▽ところ　市民生活センター
▽相談内容　離婚、相続、損害賠償、金銭トラブル、
多重債務など
▽相談員　登録弁護士、司法書士
■問い合わせ・予約先　法テラス青森（☎ 050・
3383・5552）

市民生活センターの相談窓口
　市民生活センター（駅前町、ヒロロ３階）では、暮
らしの中で起こる困り事、悩み事、契約トラブル、多
重債務問題などに関する相談に応じています。相談は
無料です。気軽にご利用ください。
▽とき　午前８時半～午後５時（毎週月曜日と12月
29日～１月３日は休館）
▽相談内容　消費生活、市民生活に関する相談
▽相談員　市職員
■問い合わせ先　市民生活センター（☎ 33・5830、
34・3179）

人権なんでも相談所
　６月１日の「人権擁護委員の日」にちなみ開設しま
す。相談は無料です。
▽とき　６月４日（土）、午前10時～午後３時
▽ところ　青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）
▽相談内容　登記、遺言、戸籍、供託、近隣・家庭内・
学校・職場の問題、子どもに関する悩み事など
▽相談員　法務局職員、人権擁護委員、公証人、司法
書士、土地家屋調査士
■問い合わせ先　青森地方法務局弘前支局総務課（☎
26・1150）
※弘前駅城東口から城東環状 100 円バスを利用し、
「城東タウンプラザ前」バス停で降りると便利です。

無料電話法律相談会
　長時間労働、パワハラなどの労働問題、離婚、ＤＶ
など女性の権利に関する問題に詳しい弁護士が、対処
の方法や法律知識を提供し適切なアドバイスを行いま
す。相談料は無料です。事前にお問い合わせください。
【女性の権利相談（離婚・ＤＶなど）】
▽とき　６月23日（木）、午後１時～４時
▽電話番号　青森017・777・7285
■問い合わせ先　青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285）

 

みんなでつくろう！
消費者が主役の社会 !!

 

市民生活センターの相談窓口のほかに、
各種相談窓口などが設置されます。困
り事、悩み事があるときは、一人で抱
え込まず、早めにご相談ください。

困り事・
悩み事
ありませんか

市民生活センターなどの
相談窓口

５月は消費者月間です



4 5ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.５.１５

市政情報
Town Information

あなたの力を
市民・市のために 市 職 員 募 集（上級・社会人・保健師）

▽対象　経済的な理由により修学が困難で、次の①お
よび②に該当する人
①市内に住所がある家庭の被扶養者で、高等学校以上
の学校（専門学校を含む）に在学している人
②ほかの奨学金の貸与または給付を受けていない人
▽奨学金の額
①大学（大学院、短大を含む）・専門学校＝月額２万
5,000円
②高等学校・中等教育学校後期課程＝月額１万3,000円

▽貸与期間　在学する学校の正規の修学期間（４月分
にさかのぼって貸与）
▽返還方法　卒業後１年経過してから 10年以内で、
月賦・半年賦・年賦のいずれか（無利息）
▽申し込み　６月10日までに、教育政策課（岩木庁
舎３階）か学務健康課弘前分室（市役所１階）へ。
※家庭の経済状況や学力などを基に選考し、結果を７
月中旬に通知します。
■問い合わせ先　教育政策課（☎82・1639）

 対象となる人は
申し込みを 弘前市奨学生の募集

　図書館の運営と奉仕に関して市民の皆さんの意見
を反映させるために募集します。
▽応募資格　市内に在住する20歳以上の市民（議員、
公務員を除く）
※現在、既に市の審議会などの委員になっている人は
ご遠慮ください。
▽募集人員　２人
▽募集期間　５月15日～６月 10日（当日消印有効）
▽委員の職務　図書館の運営に関して館長の諮問に
応じるとともに、図書館の行う図書館奉仕について、
館長に対して意見を述べること
▽委員の任期・会議の開催など　任期は７月21日か
ら２年間。会議は平日の日中２時間程度、年２回開催
する予定。
▽報酬など　会議１回の出席につき、報酬および交通
費相当額を支給

▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を郵送、持
参、ファクスまたは Eメール（添付ファイルの容量
は１メガバイト程度まで）で提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号
②志望動機・抱負・自己PRなど（400字程度）
※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、弘前・岩木図書館、こど
も絵本の森、相馬ライブラリ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　選考委員会で選考し、結果を応募者全員
に通知します。
■問 い 合 わ せ・ 提 出 先　弘前図書館（〒 036・
8356、下白銀町２の１、☎ 32・3794、ファクス
36・8360、Eメール tosho@hi-it.jp）

市立図書館協議会の委員を募集図書館運営に
あなたの声を

　社会教育行政に広く市民の意見を反映させるため
に募集します。
▽応募資格　市内に在住する20歳以上の市民（議員、
公務員を除く）
※現在、既に市の審議会などの委員になっている人は
ご遠慮ください。
▽募集人員　２人（男女各１人）
▽募集期間　５月16日～６月 10日（当日消印有効）
▽委員の職務　社会教育の諸計画の立案、青少年の特
定事項に関する助言・指導など
▽委員の任期・会議の開催など　任期は８月１日から
２年間。会議は平日の日中２時間程度、年３回開催す
る予定。
▽報酬など　会議１回の出席につき、報酬１万円およ
び交通費を支給
▽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（フリガナ）、生年月日、性別、職業、
電話番号
②小論文「弘前市の社会教育を振興するために、あな
たが考える具体的な方策」（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、生涯学習課（岩木庁舎
２階）、市民課総合案内、各市立公民館・図書館、市
立博物館、総合学習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　選考委員会で選考し、結果を応募者全員
に通知します。
■問 い 合 わ せ・ 提 出 先　生涯学習課（〒 036・
1393、賀田１丁目１の１、☎ 82・1641、E メー
ル shougai@city.hirosaki.lg.jp）

　市を取り巻く社会環境は急速に変化しており、人口
減少・超高齢化社会の到来などに由来する課題への対
応、地方分権の進展に伴う地域経営の視点から、より
高い政策立案能力が求められています。
　そこで、市の総合計画である弘前市経営計画の推進
に資する政策研究に取り組む研究員を募集します。
▽応募資格　市内に在住または市内に通勤・通学して
いる20歳以上の人（議員、公務員を除く）
▽募集人員　５人程度
▽応募期限　５月31日（当日消印有効）
▽報酬など　なし（ただし、研究に関する先進事例視

察が必要な場合、１回に限り５万 2,000 円を上限に
旅費を支給します）
▽応募方法　市ホームページに掲載している「ひろさ
き未来戦略研究センター研究員申込書」に必要事項を
記入し、Ｅメール、郵送または持参で提出を。
▽選考方法　書類審査（必要に応じて論文、面接その
他の方法を併せて行う場合があります）
■問い合わせ・提出先　ひろさき未来戦略研究
センター（〒 036･8551、上白銀町１の１、☎
40･7021、Ｅメール hif@city.hirosaki.lg.jp）

ひろさき未来戦略研究センター研究員を募集知識・経験を生
かしてみませんか

弘前市社会教育委員を募集社会教育行政に
あなたの意見を

　６月１日、全国で平成
28 年経済センサス－活動
調査を一斉に実施します。
　全国すべての事業所が調
査の対象になりますので、
ご協力をお願いします。
【調査目的】
　経済センサス－活動調査は、我が国の全ての産業分
野における事業所の経済活動の状態を全国および地域
別に明らかにすることを目的として実施します。
　調査の結果は、国の各種行政施策のほか、地域の産
業振興、商店街や中心市街地の活性化のための施策な
ど、地方公共団体の各種行政施策等の基礎資料として
広く利用されます。
【調査対象】
　商店や工場、事務所、営業所、学校、旅館、学習塾、
病院、神社・寺院など、すべての事業所が対象となり
ます。
【調査方法】
　調査員が５月下旬から訪問し、調査票の配布・回収
を行います。回答方法は、調査員に調査票を提出する
方法のほか、インターネットを使用してオンラインで

も回答できます。
　また、支社を有する企業に対
しては、本社に調査票を郵送し
ます。回答方法は、郵送または
インターネットを使用してのオ
ンライン回答となります。
【調査票の管理と事業者情報の
保護】
　調査票に記入した内容は、統
計法に定められている利用目的
以外（例えば徴税資料など）に使用することは絶対に
ありません。
　また、この調査を実施する関係者には、調査により
知り得た事項を他に漏らしてはならない守秘義務が定
められていますので、安心してご記入ください。
※調査について不明な点などがあった場合は、コール
センターにお問い合わせください。
■問い合わせ先　調査全般について（☎フリーダイヤ
ル0120・143・150、午前9時～午後8時）／インター
ネット回答について（☎フリーダイヤル 0120・
671・937、午前 9時～午後 8時）／その他…ひろ
さき未来戦略研究センター（☎40・7016）

 調査にご協力
ください 平成28年経済センサス－活動調査

【上級一般行政、上級建設（土木・建築）、上級福祉、
社会人一般行政、社会人建設（土木・建築）、社会人福祉、
保健師】
▽採用予定　上級一般行政＝10人／上級建設（土木）
＝２人／上級建設（建築）＝１人／上級福祉＝１人／
社会人一般行政＝５人／社会人建設（土木）＝１人／
社会人建設（建築）＝１人／社会人福祉＝１人／保健
師＝５人
▽第１次試験　６月 26 日（日）、県立弘前工業高等
学校（馬屋町）

▽受験申込書の提出方法　人材育成課（市
役所３階、窓口 302）で交付する受験申
込書に必要事項を記入し、6 月６日（必着）
までに郵送または持参を（受け付けは、土・
日曜日を除く午前８時半～午後５時）。
※募集要項は、市ホームページにも掲載
しています。
■問い合わせ・提出先　人材育成課人事
評価担当（ 〒 036・8551、上白銀町１の１、☎
35・1119）
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 調査にご協力
ください 地籍調査　～「地籍」は土地の「戸籍」です～

地籍調査の進め方
５月中旬 藤代町会集会所で説明会開催

６月上旬～

現地調査開始
・立会通知書（はがき）の送付…現地調査の対
象地や立ち会いの日時、集合場所のお知らせ
・現地調査当日※…立会通知書（はがき）に記
載された場所に集合（本人が立ち会いできない
場合は代理人）

７月以降 測量を行い、地籍図・地籍簿を作製

平成 29 年
２月中旬～
３月上旬

作製した地籍図・地籍簿の閲覧※
・地元の集会所および市農村整備課で 20 日間
実施

↓
閲覧の結果、異議がなければ県の認証を経て法
務局へ

↓
調査結果に基づき登記簿を訂正
地籍図は公図として法務局に備え付け

「※」の際には、本人および代理人の参加・立ち会い・確認が
必要です。

　地籍調査は、土地登記の単位である「筆」ごとに、
所有者・地番・地目および境界の調査・測量を行い、「地
籍図」や「地籍簿」を作成する事業です。皆さんの財
産である土地の保全に万全を期するため、調査にご協
力をお願いします。
▽平成 28 年度調査実施予定地　藤代１丁目・２丁
目
▽土地所有者へのお願い
○あらかじめ隣接する土地の所有者と土地の境界を確
認しておいてください。
○土地の境界が雑草などで確認しにくい場所は、刈り
払いなどをし、境界を明らかにしておいてください。
○立ち会いについては登記名義人に通知しますので、
売買などがあり登記が済んでいない場合は、早めに登
記手続きをしておいてください。
■問い合わせ先　農村整備課（☎40・7103）

◆平成 27 年度実施事業・実施団体
事業名 団体名

町会子ども会リーダー養成事業「弘
前城下を親子で巡るサイクリング
歴史探訪」

西部仲町町会

みんなで大自然と仲良しになろう !! 水木在家子ども会
子ども会国際交流とホタル鑑賞会 和徳地区青少年育成委

員会
子ども会活性化事業「躍動 !! 北の
子ども会」

北地区青少年育成委員
会

町内子ども会異世代交流の集い 三八町会子ども会
寺子屋 in Summer2015 上桔梗野町会

　地域が一体となって子ども会活動を推進する環境を
醸成するため、子どもの心身の健全な育成と地域コ
ミュニティの活性化につながる事業を募集し、審査会
を経て採択された事業に対して、その事業にかかる経
費の一部を助成します。昨年度は６事業が採択され、
地域の子どもたちがさまざまな体験をしました。
　今回、今年度の募集を行いますので、皆さんからの
事業の提案をお待ちしています。
▽募集期間　６月 10 日まで（事業実施期間…７月
15日～平成 29年３月 31日）
▽補助金額　５万円を上限とし、次のいずれか少ない
額
①補助対象経費の実支出額の90％以内の額
②補助事業の支出総額から補助金以外の収入を除いた
額
▽申請方法　所定の書類を中央公民館へ持参するか、
郵送で提出してください。
※事業の詳細や申請書類などは、同館で配布するほか、

同館ホームページに掲載しています。なお、相談は随
時受け付けていますので、気軽に問い合わせを。
■問い合わせ・提出先　中央公民館（〒036・8356、
下白銀町 19 の４、弘前文化センター内、☎ 33・
6561、火曜日は休み）

 子どものために
地域ぐるみで 弘前市子ども会活動推進事業

 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

弥生いこいの広場
動物広場イベント
▽とき　５月22日（日）
　　　　午前11 時半～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
▽内容　ラマへのえさやり体験
▽参加料　無料（動物広場入場料は
必要）
※事前の申し込みは不要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

地域とともにある学校づくり

　これからの学校が目指す姿につい
て考えてみませんか。市が目指して
いる学校づくりとともに、国の最新
の動向についてお話しします。
▽とき　５月 24 日（火）、午後２
時半～（受け付けは午後２時～）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）２階多目的ホール
▽講師　高橋興さん（青森中央学院
大学教授）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 学校づくり推進課（☎ 82・
1645）

太宰治ドラマリーディング
春の定期公演 2016
　臨場感あふれる朗読劇ステージで
す。文学タイムトリップを体験して
みませんか。
▽とき　５月29日（日）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　太宰治学びの家（旧藤田
家住宅、御幸町）
▽上演作品（予定）　「春昼」、「フォ
スフォレッセンス」、「黄金風景」、「親
という二字」、「雀こ」　
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。キング松
森町店の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携

帯090・3123・3861） 
※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。

津軽森・つがるもり 2016

　岩木山のふもとで、陶、硝子、木、
染織、金属、皮革、漆などの「つく
り手」が全国から集うクラフトフェ
アを開催します。約 120 人の作家
から生まれた「美しい仕事」に触れ
てみませんか。
▽とき　５月 28日の午前 10時～
午後５時、29日の午前９時～午後
５時（雨天決行）
▽ところ　桜林公園（百沢字東岩木
山）
■問つがるもり実行委員会（☎ 88・
1424）

世界禁煙デー記念
フォーラム 2016in 弘前

「タバコ０（ゼロ）社会を実現する
ために～タバコフリー世代を育てよ
う～」
▽とき　５月29日（日）
　　　　午前10時～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　①「若者の喫煙と健やか力
の現状（学生の健康度意識調査結果
から）」／②「弘前市内小学校にお
ける喫煙予防教室の取り組み」／③
「弘前市におけるたばこの健康被害
防止対策の取り組みについて」／④
「スポーツと禁煙が短命県脱出のカ
ギ」／⑤「弘前発 歌とダンスのパ
フォーマンス～津軽ノンスモーキン
グ～」制作秘話と上映
▽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事務局
（☎青森017・722・5483）

講演会「すこやか長寿の秘訣」

　健康で長生きできるひけつを医学
的見地からお話しします。ぜひおい
でください。
▽とき　６月４日（土）
　　　　午後１時～２時半

▽ところ　パークホテル（土手町）
４階フィオーレ
▽講師　中路重之さん（弘前大学医
学部社会医学講座教授）
▽インタビュアー　吉田豊さん（新
老人の会世話人代表・元弘前大学学
長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問新老人の会青森支部事務局（溝江
さん、☎36・1576）

おさなご発見　Ｕ６ひろば

「こどものせいかつ あそびのせか
い」
　子どもと笑顔ですごせるように、
子どもと一緒に「きく・みる・つく
る・あそぶ」を体験する催しです。
▽とき　①６月４日（土）、午前
10時半～午後１時／②７月 26日
（火）、午前10時～正午
▽ところ　①弘前友の家（中野 5
丁目）／②小菅宅（豊原２丁目）
▽内容　①おかたづけ箱作り、おに
ぎり作り、お絵かき、折り紙、絵本
作りなど／②木切れを使った水あそ
び、絵本の読み聞かせなど
▽対象　幼児、小学生
▽参加料　250円（材料費として）
※事前の申し込みが必要。
■問Ｕ６ひろば係（小菅さん、☎
35・3609）

第 10 回 B&G 会長杯
グラウンドゴルフ大会
▽とき　６月５日（日）
　　　　午前９時～
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）多目的広場
▽内容　24ホールを個人戦、団体
戦で競います。
▽対象　市民
▽参加料　１人 500 円（保険料含
む）
■問申込用紙に参加料を添えて、５
月20日までに弘前B&G 海洋セン
ター（☎ 33・4545、火曜日は休み）
へ。
※申込用紙は、弘前 B&G 海洋セ
ンターで配布しています。

市政情報
Town Information

 

上下水道部からのお知らせ
　上下水道部は5月 30日に茂森庁舎から岩木庁
舎へ移転します。移転に伴う電話・ファクス番号
は右記のとおりです。
■問い合わせ先　上下水道部総務課（☎ 36・
8100）

課・係名 電話番号 ファクス

総務課

お客さまセンター 55・6868
55・6870お客様サービス係 55・6894

給排水係 55・6895
総務契約係・経理係 55・9660 55・9680

工務課 55・9663 55・9666
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所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

水道週間の催し

　６月１日～７日を弘前市水道週間
とし、イベントを開催します。参加
者には、上下水道部オリジナルグッ
ズを差し上げます。
▽とき　６月４日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　「ひろさきの水」ペットボ
トル水飲み比べ、水道クイズ、「水
道水のできるまで」上映など
【アンケート調査】
　６月１日～７日の平日に、上下水
道部（市役所、岩木庁舎）の受付窓
口でアンケートに回答すると、「ひ
ろさきの水」ペットボトル水や水道
修繕セットがもらえます。
■問 上 下 水 道 部 総 務 課 ( ☎ 36・
8100)

高長根レクリエーションの森

【初心者山菜採り体験】
　初心者を対象に、ハイキングをし
ながら山菜採り体験を行います。
▽とき　６月５日（日）、午前９時
半～正午（雨天中止）
▽ところ　高長根レクリエーション
の森（高杉字神原）
※現地集合。
▽定員　50 人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　飲み物、長靴、軍手、タ
オル
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

津軽の庭巡り
～大石武学流庭園を学ぶ～
　津軽地方独自の庭園様式「大石武
学流庭園」。今回は国名勝に指定さ
れている瑞楽園や、個人宅で大切に
されている庭園を特別に見学しま
す。
▽とき　６月５日（日）、午前８時

半～午後４時45分
▽集合　観光案内所（表町）
▽コース行程　観光案内所→瑞楽園
（弘前市）→鶴田町→みどり亭（五
所川原市）→青森市浪岡地区→黒石
市→弘前駅城東口
▽講師　今井二三夫さん（青森県文
化財保護審議会委員）
▽定員　35人（先着順）
▽参加料　5,000 円（昼食代を含
む）
■問５月 18日から、弘前観光コンベ
ンション協会（☎35・3131）へ。

こども植物探検隊
～みる・ふれる・生ける
▽とき　６月11日（土）、午前10
時～正午（雨天決行）
※受け付けは午前９時 45分～、植
物園北入口前（追手門側）
▽ところ　弘前城植物園
▽内容　楽しいお話を聞きながら植
物園を散策し、見て・触れて、植物
の面白さをみつけます。廃品を利用
した花器を作り、植物を生けて楽し
みましょう。
▽対象　小学生まで＝ 30人（保護
者同伴、先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　300 円（傷害保険料、
材料費などとして、当日徴収）
■問 ５ 月 20 日 ～ 31 日 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。

樹木医と行く古木･名木めぐり

　古木・名木を樹木医がガイドしま
す。間近で観察し、自然の力強さを
感じてください。
▽とき　６月 12 日（日）、午前９
時～午後１時（雨天決行）
▽集合場所　緑の相談所（弘前公園
内、下白銀町）
▽ツアールート　①日本最大のソメ
イヨシノ（弘前公園）→②サイカチ
（田舎館村）→③カヤ（妙経寺）→
④サルスベリ（感随寺）→⑤モミジ、
大杉、モミ（中野もみじ山）→弘前
公園解散
※バス移動あり。

弘前駅前遊歩道賑わい祭
Hirosaki Jazz street
2016

　弘前内外のジャズバンドが演奏し
ます。
▽とき　６月４日（土）
　　　　午後２時～９時
※少雨決行、荒天中止。
▽ところ　弘前駅前公園、弘前駅前
遊歩道
▽出演　航空自衛隊北部航空音楽
隊、JR 秋田支社レールウェイ・
ミュージック・クラブ、長谷川
健 Swing Hat Jazz Orchestra、
New SAHARA Club Band、 青
森ジャズオーケストラ、Aomori 
N e w  B e a t  O r c h e s t r a 、
Swing Legend、3-Cornets、
asacombo、弘前大学V.E.L ほか
※演奏プログラムは、５月 25日こ
ろの発表となります。
▽観覧料　無料
■問弘前駅前遊歩道賑わい祭実行委員
会（松ノ木内、☎34・2521）
※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。

星空観察会 in プラネ

【星空教室～これから見られる四大
惑星～】
▽とき　６月４日（土）
　　　　午後７時～９時
※受け付けは午後６時半から。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階プラネタリウムほか
▽内容　プラネタリウムで、春から
夏の星空の特徴やこの季節にひとき
わ明るく輝く惑星について楽しく解
説します。晴天時には屋外で星空観
察を行います。
▽講師　蒔苗智之さん（ひろさき星
の子サークル）
▽対象　市民＝40人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。当日の
申し込みは不可。
▽参加料　無料
▽その他　弘前文化センター駐車場
は最初の１時間を超えると有料にな
ります／夜は冷え込みますので、防
寒具の持参を
▽申し込み方法　６月２日までに、
電話かファクスまたはＥメール（住

▽対象　中学生以上＝ 20人（先着
順）
▽参加料　1,000 円
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　雨具、タオル
■問５月 23日から、市みどりの協会
（☎ 33・8733、午前９時～午後５
時）へ。

異国文化に触れる魔法の時間

　外国人と一緒に遊びや体験活動を
しながら、異国文化を体感し国際性
を高めませんか。
▽年間予定　６月 12 日、７月 23
日・30 日、９月３日・24 日、10
月１日・22日、11月５日・19日、
12月 10日（全 10回）、おおむね
２時間程度
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ほか
▽対象　市内在住または市内の学校
に在籍する小学校４年生～中学生＝
20人
▽参加料　無料　
※活動の詳細は、市ホームページを
ご覧ください。
▽申し込み方法　６月１日までに、
はがきかファクスまたはＥメール
（郵便番号・住所・電話番号・氏名〈ふ
りがな〉・性別・学校名・学年・保
護者氏名を記入）で申し込みを。
■問中央公民館「キッズアジアン・
プラス係」（〒 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）

楽しいレク体験と
中高齢者のレク式体力測定会
▽とき　６月 15 日（水）、午前９
時半～正午（受け付けは午前９時～）
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　参加者同士で笑いながら、
手軽に楽しく自分の体力を測定し、
今後の健康づくりに役立てます。
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　500 円（傷害保険料、
資料代などとして）
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
タオル
▽申し込み方法　６月８日までに、

電話かファクスまたはＥメール（氏
名・年齢・連絡先を記入）で申し込
みを。
■問ひろさきレクリエーション協
会事務局（☎携帯 070・3996・
3873、 ■Ｆ 55・8723、 ■Ｅ npo.
hirorec@gmail.com）／さわや
か体操（小関さん、☎兼■Ｆ 32・
6571）

白神山地ブナ林再生事業
& 自然観察会
　世界遺産「白神山地」のブナ林を
再生するため、緩衝地帯周辺の生育
不良杉林地の除伐や植樹などの作業
および原生ブナ林の観察会を行いま
す。
▽とき　６月25日・26日
▽ところ　白神山地内奥赤石
▽内容　枯損木等の除伐、除去、下
草刈り、植樹、自然観察会
▽対象　市民＝30人（先着順）
※未成年者は保護者の同意が必要。
▽参加料　500 円（傷害保険料を
含む）
▽持ち物　寝袋、食料など
※詳しくは問い合わせを。
▽申し込み方法　６月 18 日まで
に、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、日本山岳会青森支部（■Ｆ
44・7237、■Ｅ h.susuta@gmail.
com）へ。
■問日本山岳会青森支部（須々田さん、
☎44・7237）

北の文学文脈講座
　郷土文学館では、各企画展で展示
する作品・資料を対象に、朗読や解
説を加えながら鑑賞する文学講座を
開設します。
▽日程と内容　５月 21日…「与謝
野寛・晶子の津軽」、６月 18 日…
福士幸次郎と棟方志功、７月 16日
…太宰治の大好物、８月 20日…福
士幸次郎の詩～北の憂鬱と情熱（記
念講演会）、９月 17 日…太宰治と
弘前、10 月 15 日…津軽方言詩の
誕生、11月 19日…福士幸次郎「胸
にひそむ火の叫びを」、12月 17日

…鈴木喜代春の児童文学
※時間はいずれも午後２時～３時。
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽講師　外部講師と郷土文学館職員
▽受講料　無料（ただし、郷土文学
館観覧料〈高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円〉が必要）
※事前の申し込みは不要。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。住所や年齢を確認でき
るものの提示を。
■問郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

古文書解読講座（前期）

　藩政期時代の古文書・日記、家記、
紀行文などをわかりやすく解読しま
す。初心者も歓迎します。
▽とき　５月 22 日、６月 12 日・
26 日、７月 10 日・24 日、８月
28日の午前 10時～正午
▽ところ　文化センター（下白銀町）
会議室
▽年会費　3,000円
※申し込みは随時受け付け。
■問弘前市古文書解読会（今さん、☎
35・5985）

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　６月４日（土）、午前９時
半～ 11時半（受け付けは午前９時
～）
▽ところ　弘前医療福祉大学大学棟
（小比内３丁目）
▽内容　「お口のケアと健康寿命」
…講師・木村博人さん（言語聴覚学
専攻教授）
▽受講料　無料
▽今後の予定　７月２日…「心肺
蘇生の変遷」、９月 10 日…「歴史
と文化の街　弘前に期待するオン
リーワン　マーケティング戦略」、
10月１日…「オリゴ糖を加えたア
ルコールでスキンケア」、10月 29
日…「こころと体の不思議な関係」、
11 月 12 日…「家庭で出来る楽々
介護」
■問電話かファクスで、弘前医療福祉
大学公開講座委員（☎ 27・1101、
■Ｆ 27・1023）へ。

 教室・講座
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■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
【メール講座】
▽とき　６月 17 日・24 日の午前
10時～午後３時
※２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　メールの利用方法など
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
■問５月 29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。

平成２８年度まちづくり
ファシリテーター養成講座
【フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン ＆ ワ ー ク
ショップ運営の基礎を学ぼう！】
　市民参加のまちづくりや地域活動
を進めていくために必要な考え方や
技術を身に付ける講座です。有効な
ワークショップの進め方なども実践
的に学べます。
▽とき　６月 25日の午後１時～５
時、７月２日・９日の午前 10時～
午後５時
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）305講義室
▽講師　土井良浩さん（弘前大学大
学院地域社会研究科准教授）
▽対象　全３回参加できる人で、弘
前の地域コミュニティを元気にした
い人や、ファシリテーターとして弘前
の地域に関わっていきたい人、弘前大
学周辺地域の活動に携わっている人
▽定員　一般＝ 20人／学生＝ 10
人（先着順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　５月 17 日から、
電話かファクスまたはＥメール（氏
名・電話番号・年齢・一般または学
生の別を記入）で、申し込みを。
■問市民協働政策課（☎ 35・1664、
■Ｆ 35・7956、■Ｅ shiminkyoudou
@city.hirosaki.lg.jp）

医療学講座（☎ 39・5375、■Ｅ
thqq30@hirosaki-u.ac.jp）

小学生水泳教室

▽とき　６月６日～７月４日の毎週
月曜日、午後５時～６時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水慣れからバタ足まで
▽対象　小学校１～２年生＝８人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　水着・キャップ・ゴーグ
ル・タオル
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・学年・保護者氏名・電話
番号を記入し、５月 27 日（必着）
までに温水プール石川（〒 036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問温水プール石川（☎49・7081）

青森県筋ジストロフィー
市民公開講座 in 弘前市
　「筋ジストロフィー」とは、次第
に筋萎縮（いしゅく）と筋力低下が
進行する遺伝性筋疾患の総称です。
この疾患の理解を深めるために開催
します。
▽とき　６月11日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽対象　市民＝80人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問電話かファクスまたはＥメール
で、国立病院機構青森病院地域医
療連携室（大平さん・福地さん、
☎ 62・4055、■Ｆ 62・7534、■Ｅ
renkei1 ＠ hosp.go.jp）へ。

テニス教室

【少年少女テニス教室】
▽とき　６月７日・10日・14日・
17日・21日・24日の午後７時～
８時半
▽内容　硬式テニスに親しむ・基本
ストロ－クなど
▽対象　小学生の初心者・初級者＝
20人
▽参加料　500円（保険料を含む。

当日徴収）
【市民ナイターテニス教室】
▽とき　６月７日・10日・14日・
17日の午後７時～８時半
▽内容　硬式テニスの基本ストロー
クなど
▽対象　一般（高校生以上）初級・
中級・上級＝各20人
▽参加料　2,000 円（保険料を含
む。当日徴収）
～共通事項～
▽ところ　千年庭球場（小栗山字川
合）
▽申し込み方法　５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）

初心者太極拳気功法教室

▽とき　昼の部…６月 14 日・21
日、午後１時半～３時半／夜の部…
６月 15 日・22 日、午後６時半～
８時
※昼・夜両方に参加も可。
▽ところ　サンライフ弘前（豊田１
丁目）
▽内容　太極拳の初歩的な実技と解説
▽講師　鹿内武次さん
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　１回 100 円（保険料と
して）
▽持ち物　運動のできる服装
※事前の申し込みが必要。
■問サンライフ弘前（☎27・2811）

ベテランズセミナー

　桜守による、桜の管理秘話や苦労
話についての講話です。
▽とき　６月16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　「寿命を超えてなお咲き
誇る！弘前城の桜のお話」
▽講師　小林勝さん（市公園緑地課
参事）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
▽申し込み方法　６月 13 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール
で申し込みを。

ヨット・カヌー教室

▽とき　５月 22日～９月３日の毎
週土・日曜日、午前10時～正午
▽ところ　弘前公園西濠ボート乗り
場ほか
▽内容　ヨット・カヌーの基礎技術
と基本技能、手旗・ロープワークの
基本
▽対象　小学校３年生以上＝ 30人
（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　水に濡れてもいい服、運
動靴またはウォーターシューズ、着
替え、タオル、長袖、帽子
▽その他　駐車場は市民体育館
（五十石町）西側駐車場を利用くだ
さい。悪天候の際は中止する場合が
ありますので、電話で確認を。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（八幡町
１丁目、☎33・4545）

はじめてアクアで脂肪燃焼 !!

▽とき　５月 27 日、６月３日・
10日・17日・24日、７月１日の
午後７時～８時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　ダイエットや筋力アップをね
らいとした有酸素運動と無酸素運動
▽定員　各回10人
▽参加料　１回 800 円（傷害保険
料を含む）
※全６回受講者は 4,000 円。事前
の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

東北女子大学公開講座

①おさかな食育クッキング～旬の魚
いただきます♪～
▽とき　５月28日（土）
　　　　午前11時～午後２時
▽対象　食育に関心のある親子・一
般＝40人
▽受講料　１組500円
②読書講座～星の王子さまの心～
▽とき　６月25日（土）
　　　　午前10時半～正午
▽対象　高校生以上
▽受講料　無料
～共通事項～

▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選で決定。
■問①＝弘前丸魚（☎27・2345）
※詳細は弘前丸魚ホームページ
（http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html）をご
覧ください。／ ②＝東北女子大
学公開講座係（☎ 33・2289、■Ｈ
http://www.tojo.ac.jp）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集

　　　　　
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　６月４日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室１
▽テーマ　自分の趣味（歌）を生か
したボランティア～自分がたのしく
なければ相手も楽しめない、退職後
から始めたボランティア～
▽ゲスト　泉谷俊二さん
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

いきいき３Ｂ体操
ファミリー広場
▽とき　６月４日・11日、午前の
部＝ 10時～正午、午後の部＝１時
～３時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　ボール、ベル、ベルターを
使った誰でも無理なく楽しめる体操
▽定員　各回=30人
▽参加料　無料
▽持ち物　タオル、運動しやすい服装
※事前の申し込みは不要。
■問日本３Ｂ体操協会青森県支部（南
さん、☎青森017・743・4465）

伝統文化子ども着つけ教室

▽とき　６月５日（日）から（毎月
１～２回で 11 月までの全 11 回）
の午後１時半～３時
▽ところ　宮川交流センター（堅田
２丁目）ほか

▽内容　浴衣の着つけ・帯結び、日
本の行事、日常のマナー、風呂敷の
使い方、花嫁体験など
▽対象　小・中学生＝20人（先着順）
▽参加料　1,000円
▽持ち物　浴衣・半巾帯・小物一式
（貸し出し有り）、足袋、風呂敷、履
き物
■問Ｅメール（住所・氏名・ふりが
な・年齢・学校名・学年・保護者氏
名・電話番号・メールアドレスを
記入）で、青森わごころの会事務
局（☎携帯 090・1493・8262、
■Ｅ aomori_wagokoro@yahoo.
co.jp）へ。

第８回公開高血圧講座

「高血圧に負けない 上手なつきあい
方」
▽とき　６月５日（日）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前大学医学部コミュニ
ケーションセンター（本町）２階
▽内容　講演　「高血圧の ABC」
…講師・長内智宏さん（弘前大学大
学院保健学研究科教授）ほか／パネ
ルディスカッション／個別指導「血
圧測定」・「高血圧治療」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問第一三共青森営業所（渋谷さん、
☎携帯090・6954・1267）

あなた自身や家庭・職場内
の事故を予防する力を応援
する一般公開講座

　救急隊が対応する急病や負傷の多
くは、自分自身の日ごろの心構えや
小さな気配りでその発生を防ぐこと
ができます。
▽とき　６月 11 日（土）、午後３
時20分～（開場は午後３時）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽内容　講演「救急安心センターと
予防救急」…講師・林田純人さん（大
阪府政策企画部危機管理室）
▽対象　市内の老人ホームや老健施
設で介護に携わる人や興味のある市
民＝150人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学医学研究科地域救急
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カート不可）、乳幼児の敷物（タオ
ルなど）、お世話道具、飲み物（母子）
▽その他　事前に問診などを行いま
すので、早めにお申し込みを。
■問ウイング弘前（☎38・8131）

登山教室　

【登山】
▽とき　６月19日（日）
▽ところ　森吉山ヒバクラコース
（森吉山麓高原～山頂）
※登山道の状況や天候によって変更
となる場合があります。
▽定員　25人（先着順）
※事前学習会の受講が必要です。
【事前学習会】
▽とき　①＝６月 11 日（土）、午
後１時半～３時半、②＝６月 16日
（木）、午後７時～９時
※①②いずれか１回を受講。
▽ところ　弘前勤労者山岳会事務所
（蔵主町）
▽参加料　5,500 円（保険料、交
通費を含む）
※学習会のみの参加は300円。
▽申し込み方法　６月３日（必着）
までに、はがき（住所・氏名・性別・
生年月日・電話番号を記入）で、竹
内豪さん（〒036・8115、広野１
丁目16の 11）へ。
※Ｅメールまたは弘前勤労者山岳
会のホームページ（http://www.
hirosakirousan.net/）からも申
し込みできます。
■問弘前勤労者山岳会（竹内さん、
☎ 携 帯 090・7074・3979、 ■Ｅ
kndrm915@yahoo.co.jp）

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　①６月 25日の午後
１時～２時＝絵本と声の力－言葉の
響き合いを味わいましょう－／②６
月 25日の午後２時 15分～３時＝
すばらしき絵本の世界～あの絵本は
なぜ売れたのか？を科学する～／③
７月９日の午前９時～正午＝「一目
刺し」をしてみませんか／④７月
23日の午前 10 時～、午後１時～
＝ＣＧでプリント布地をつくってみ
ませんか～チェック柄編～／⑤７月
24日の午前９時半～午後１時＝「お
いしい津軽のおかず」を作りましょ
う（10）

▽ところ　東北女子短期大学（上瓦
ケ町）
▽対象　①②高校生以上＝ 20人／
③中学生以上＝ 10人／④中学生以
上＝各回３人／⑤高校生以上＝ 30
人
▽受講料　①②③④＝無料／⑤＝
400円（食材料費として）
▽申し込み方法　５月 18 日から、
ホームページ、はがき、Ｅメール、
電話またはファクス（住所・氏名・
電話番号・希望講座名を記入）で申
し込みを。
※受講者には、はがきで受講票を送
付しますので、当日持参を。
■問東北女子短期大学公開講座係
（〒 036・8503、上瓦ケ町 25、
☎ 32・6151、 ■Ｆ 32・6153、
■Ｅ tibunken@toutan.ac.jp、 ■Ｈ
http://www.toutan.ac.jp）

高齢者健康トレーニング教室

～ロマントピア教室で毎日開催中～
　６種類のトレーニングマシンを
使った軽い負荷による運動プログラ
ムを実施しています。専門研修を受
けたスタッフがサポートしますの
で、健康増進、介護予防としてご利
用下さい。なお、利用には事前の申
し込みが必要です。
▽利用時間　午前９時～午後５時
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）森林科学館
▽対象　満 65 歳以上の市民=各
回６人（１日４回開催）
▽参加料　無料
▽持 ち 物　健康保険証、室内用
シューズ、飲み物、タオル
■問介護福祉課高齢者健康トレーニ
ング、ロマントピア教室（☎ 84・
2236）

プラネタリウムに絵を飾ろう!!

　中央公民館では、８月のスター
ウィーク（星座に親しむ週間）にち
なみ、７月23日～８月 22日に「ス
ターウィーク絵画展」を開催します。
　開催に先駆けて、展示する作品を
募集します。
▽テーマ　「ぼくの、わたしのお星

さま」
▽対象　就学前の幼児
▽応募規定　①紙質は画用紙でサイ
ズは八つ切り／②着色は蛍光ペン・
色鉛筆を使用しない／③自作、未発
表の作品で１人１点／④テーマにち
なんだ内容の作品とする／⑤作品の
タイトルを作品中に入れない
▽応募方法　作品の裏面に、タイト
ル・住所・氏名・年齢・幼稚園、保
育園名・電話番号・作品返却希望の
有無を記入し、折り曲げないで郵送
または持参してください。
▽応募締め切り　７月11日（必着）
▽作品の選考　絵画展期間中のプラ
ネタリウム観覧者の投票により、上
位３人の作品を優秀作品とし、プラ
ネタリウム掲示板および同館ホーム
ページで発表します。
▽表彰　優秀作品には賞状と副賞を
贈呈します。
▽作品の展示　弘前文化センター
（下白銀町）プラネタリウム展示ロ
ビーで展示します。
▽作品の返却　優秀作品を除く作品
は、９月10日までに返却します（優
秀作品は９月 10日までプラネタリ
ウム展示ロビーで展示）。
■問中央公民館（〒036・8356、下
白銀町19 の４、弘前文化センター
内、☎ 33・6561、火曜日は休み）

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、５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、関係機関と合同でパト
ロールを実施します。係員が解体工
事現場などに立ち入る時は、ご協力
をお願いします。
　また、対象工事は建設リサイクル
法による届出が必要です。工事着手
日の７日前までに建築指導課へ届出
書を提出してください。
▽実施期間　５月中旬～下旬
▽対象工事　建築物の解体工事（床
面積 80㎡以上）、建築物の新築・
増築工事（床面積 500㎡以上）、建
築物の修繕・模様替えなどの工事（請
負代金 1億円以上）、その他の工作
物に関する工事（土木工事、請負代

金500万円以上）
▽その他　分別解体等および再資源
化等の対象となる特定建設資材＝コ
ンクリート、コンクリートおよび鉄
からなる建設資材、木材、アスファ
ルト・コンクリート
■問建築指導課（☎40・7053）

ベトナムでの食品の県産品
フェア・商談会出展者を募集
　八戸市、青森市、おいらせ町、
東北町との連携事業として、地域
企業の海外販路拡大を支援するた
め、ベトナムで食品の県産品フェ
ア「Japan Aomori Food Fair 
2017」と商談会を開催します。フェ
ア等の会場で商品販売、海外企業と
の取引・商談などを希望する企業を
募集しますので、ぜひご応募くださ
い。
　なお、この事業に関する予算につ
いては、６月に行われる第２回定例
会で審議されます。予算案の可決を
もって事業を実施します。
▽とき　平成 29 年１月 18 日～
22日（５日間）
▽ところ　イオンモールロンビエン
店（ベトナム・ハノイ市）
※事業内容、応募資格、出展経費の
助成など、詳しくは問い合わせを。
■問５月 31日までに、商工政策課物
産振興室（☎35・1135）へ。

目の見え方などに関する
相談教室
～目の見え方で気になることはあり
ませんか？～
▽とき　５月 26 日、６月 23 日、
８ 月 25 日、10 月 27 日、11 月
24日、12月 22日、平成 29年１
月 26日の午前 10時～正午、午後
１時～３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）就学支援室
▽内容　見えにくさへの対処、見え
方に配慮した遊ばせ方や育て方、学
級における指導方法、生活に活用で
きる便利グッズの紹介など
▽対象　市民（乳幼児も可）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　無料
■問ロービジョン相談支援センター
（青森県立盲学校内、☎青森 017・

726・2239、土・日曜日、祝日を
除く午前９時～午後４時）

市の管理業務を
指定管理者が行います
　市民文化交流館および駅前子ども
の広場内にある遊び場（いずれも駅
前町、ヒロロ内）の管理運営業務を
６月から指定管理者が行うことにな
りました。
▽業務内容　貸館業務、施設・設備
の維持管理など
※利用料金、利用時間は従来通りで
変更ありませんが、受付時間が午前
８時半～午後９時までに変更（延長）
となります。
▽指定管理者　マイタウンひろさ
き・スポネット弘前・東北データー
サービスグループ
▽指定管理期間　６月１日～平成
33年３月 31日
■問市民文化交流館（☎35・0154）
※５月中は、文化スポーツ振興課（☎
40・7015）へ。

御所温泉の管理業務を
指定管理者が行います
　御所温泉の管理運営業務を６月か
ら指定管理者が行うことになりまし
た。
▽業務内容　御所温泉の受付・清掃
業務、施設・設備の維持管理
※使用料、利用時間、休館日は従来
通りで変更ありません。また、購入
済みの回数券についても従来通り使
用できます。
▽指定管理者　弘前豊徳会
▽指定管理期間　６月１日～平成
31年３月 31日
■問御所温泉（☎84・2114）

駅前こどもの広場
託児付連続講座

“＊パパラボ＊あそび研究所”
～父親だって子育てがしたい !! そ
して家族に褒められたい !! ～
　子どものために、父親だからでき
る「遊び」を創作する講座です
▽とき　①６月 18日／②６月 25
日／③７月２日
※時間はいずれも午前 10 時～正
午。３回で１セットの講座です。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階駅
前こどもの広場多目的室、イベント
スペース
▽内容　①ダンボールを使った子ど
もが夢中になれる遊びを考えます／
②１回目で考えた遊びを実際に形に
します／③親子で仕上げ製作をし、
手作りの遊びの世界を楽しみます
▽コーディネーター　深作拓郎さ
ん（弘前大学生涯学習教育研究セン
ター講師）
▽フ ァ シ リ テ ー タ ー　学生・教
員研究会「らぶちる -Love for 
Children-」
▽対象　未就学児の父親＝ 20 人
（先着順）
※託児は15人まで。
▽参加料　無料
▽持ち物　託児を利用する人は、飲
み物やおやつ、おむつなどの持参を。
■問６月 13日までに、駅前こどもの
広場（☎35・0156）へ。
※詳しくは、弘前大学生涯学習
教育研究センターホームページ
（http://culture.cc.hirosaki-u.
ac.jp/sgcenter/) をご覧くださ
い。

産後エクササイズ

▽とき　毎週木曜日、午後２時 15
分～３時 15分
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽指導者　内木仁美さん（日本母子
健康運動協会認定産後運動指導者）
▽対象　生後３か月～ 12か月の乳
幼児と母親＝10組
▽参加料　1回＝ 1,944 円／月４
回受講＝6,480円
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　運動しやすい服装（ス

 その他
  

お詫びと訂正

　広報ひろさき５月１日号の５
ページ『特集　弘前デザインウィー
ク』の「城ロボプロジェクト」内、
「タッカー〈高岡城（弘前城）〉」と
「ホーリー（堀越城）」のキャラク
ター名の表記が逆でした。お詫び
して訂正します。
■問広聴広報課（☎35・1194）
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市民活動団体が計画する活動に参加
するボランティア、スタッフ、指導
者など（祭りや運動会などの一般参
加者は対象外）
▽補償内容　○傷害保険…活動者自
身が活動中に事故でけがをしたと
き（事故発生から 180 日以内の死
亡、後遺障害、入院、通院に限る）
　入院＝１日 3,000 円、通院＝１
日 2,000 円（90日を限度）、死亡
＝ 500 万円、後遺障害＝ 15 万円
～ 500 万円／○賠償保険…活動者
または活動団体が過失により、他人
にけがをさせたり、他人のものを壊
して、その人から損害賠償を求めら
れ、法律上の賠償責任を負う場合（自
己負担額 5,000 円）　対人賠償＝
１人につき１億円まで、１事故につ
き２億円まで／対物賠償＝１事故に
つき１億円まで／保管物賠償＝１事
故につき300万円まで（現金・証券・
美術品などは対象外）
▽その他　保険金の請求には、日ご
ろの具体的な活動内容や事故の状況
などの書面の提出が必要です。
■問市民協働政策課（☎ 40・7108）

外国人観光客受入環境整備
事業費補助金
　当市の外国人観光客の受入環境整
備水準の向上を図るため、観光関連
事業者が行う外国人観光客の受入環
境整備事業に要する経費の一部を補
助します。
▽補助対象者　次のいずれかに該当
する者（平成 27年度～ 28年度に
おいて納付すべき市税等を滞納して
いる者を除く）
①文化教養施設、レジャー施設、そ
の他観光またはレクリエーションに
関する施設を営業している事業者／
②ホテル、旅館等宿泊が可能な施設

を営業している事業者／③観光客向
けに郷土料理などを提供する飲食業
を営業している事業者／④鉄道、バ
ス、タクシー、レンタカー業などを
営業している事業者／⑤その他外国
人観光客の受入体制整備水準の向上
に取り組んでいる者
▽補助対象事業　①施設の案内表
示、誘導表示、その他の案内表示に
係る多言語表記の整備／②パンフ
レット、ホームページ等情報発信に
係る多言語表記の整備／③その他外
国人観光客の受入環境の向上に資す
る取り組み
▽補助対象経費　消耗品費、印刷製
本費、手数料、筆耕翻訳料、委託料、
その他市長が必要と認めるもの
▽補助率・補助限度額　補助対象経
費の実支出額の合計額の３分の２に
相当する額、または 20万円のいず
れか少ない額
▽応募期間　６月１日から募集を開
始し、補助金の交付額が予算枠に達
した時点で受け付けを締め切りま
す。
▽受付時間　午前８時半～午後５時
（土・日曜日、祝日を除く）
▽採択方法　原則として先着順とし
ます。
※提出書類などの詳細については、
市ホームページをご覧ください。
■問国際広域観光課（☎40・7017）

自動車税のグリーン化特例

　自動車税のグリーン化は、自動車
環境対策の観点から、排出ガスおよ
び燃費性能の優れた環境負荷の小さ
い自動車の税率を軽減し、新車新規
登録から一定年数を経過した環境負
荷の大きい自動車には税率を重くす
る制度です。
　平成 27 年度の自動車税からバ

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。体のことな
どで気になる人はご相談ください。
また、ヒロロ（駅前町）３階健康広
場のセルフチェックコーナーでの計
測結果について、専門的なアドバイ
スを希望する人も気軽にご相談くだ
さい。
▽とき　６月４日・25 日
　　　　午後１時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ
３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

自衛官募集

【男子自衛官候補生】
▽受験資格　18 歳以上 27 歳未満
の人
▽受付期間　５月 18日～６月 10
日
▽試験日　６月18日（土）
※詳しくは問い合わせを。
■問自衛隊弘前地域事務所（城東
中央３丁目、☎ 27・3871、■Ｅ
aomori.pco.hirosaki@rct.gsdf.
mod.go.jp）

平成 28 年度
労働保険の年度更新手続き
　労働保険の年度更新手続き（平成
27年度確定保険料と平成 28年度
概算保険料の申告・納付手続き）を
行う時期となりました。
　平成 28年度の申告・納付期間は
６月１日から７月 11日までですの
で、早めに最寄りの金融機関や郵便
局で手続きを。
■問青森労働局総務部労働保険徴収室
（☎青森017・734・4145）

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　５月20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
▽内容　学生募集要項（当日配布）
をもとに入試の説明のほか，カリ
キュラム等の説明も行います。
※事前の申し込みは不要。
■問 弘前大学人文学部教務担当
（ ☎ 39・3941、 ■Ｅ jm3941@
hirosaki-u.ac.jp、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
jinbun/web/index.html）

創業・起業支援制度説明会・
創業ワンポイントセミナー
　「創業・起業したいが、どのよう
な支援制度があるかわからない」と
いった人を対象に説明会・セミナー
を開催します。
▽とき　５月 30日、①午後３時～
４時＝支援制度説明会／②午後４時
～５時＝創業ワンポイントセミナー
▽ところ　中南地域県民局弘前合同
庁舎（蔵主町）別館３階Ａ・Ｂ会議
室
▽対象　創業・起業に興味がある人、
検討している人、創業・起業して間
もない人など
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽申し込み方法　申込書に必要事
項を記入の上、ファクスまたはＥ
メールで申し込みを。申込書は
ホームページ（http://www.pref.
aomori.lg.jp/sangyo/shoko/
H28_1_shien_seido_setsuei.
html）からダウンロードできます。
■問県商工労働部地域産業課創業支援
グループ（武田さん、☎青森017・
734・9374、 ■Ｆ 017・734・
8107、 ■Ｅ chiikisangyo@pref.
aomori.lg.jp）

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！
▽とき　６月 16 日・17 日の午前
10 時～午後４時
※２日間の受講が必要。
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽定員　160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、当日持参を。
▽申し込み　５月 20日～６月６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/）

総合行政窓口（ヒロロ３階）
での戸籍証明書発行の休止
　５月 29日（日）は、戸籍システ
ムのサーバー移転作業のため、総合
行政窓口（駅前町、ヒロロ３階）で
の戸籍証明書の発行業務を休止しま
すので、ご理解とご協力をお願いし
ます。なお、住民票発行や印鑑登録
などの業務は通常通り行います。
■問総合行政窓口（☎31・0260）

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ
　平成 26年度は、全国で１年間に
延べ 499 万人の人から献血のご協
力をいただき、誠にありがとうござ
いました。
　現在も病気やけがの治療のため、
輸血や血液製剤を必要とする人が数
多く、その量が不足しています。皆
さんから採種した血液は、患者の治
療目的に合わせて分離・加工を施し、
血液製剤として病院などに提供して
います。
　弘前献血ルーム「CoCoSA（コ
コサ）」が大町タウンビル（駅前町）
２階に開設しており、市内では献血
バスも巡回していますので、献血へ
のご協力をお願いします。
■問青森県赤十字血液センター（三戸
さん、☎青森017・741・1512）

弘前市市民活動保険制度

　市民の皆さんが安心して地域活動
やボランティア活動を行うことがで
きるように、市民活動中の思わぬ事
故をサポートする「弘前市市民活動
保険制度」が昨年度からスタートし
ましたが、今年度も同様の補償内容
で実施します。
▽対象　市内に活動の本拠地を置く

休日在宅当番

　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
院において診療に当たります。
▽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
6/
12

ＥＳＴクリニック（福
村字新館添）

☎29・5500

19 斎藤耳鼻咽喉科医院（城
東２）

☎26・0033

歯　科
6/5 秋元歯科クリニック（大

開２）
☎88・1513

12 福原歯科医院（上鞘師
町）

☎37・3535

19 オリオン歯科クリニッ
ク（元寺町）

☎33・0418

26 工藤歯科医院（石川字
家岸）

☎92・2330

内　科
6/5 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

12 さがらクリニック（桔梗
野 1） ☎37・2070

19 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
26 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

ス・トラックを除き、重課の割合が
15％（改正前は10％）に引き上げ
られています。詳しくは問い合わせ
を。
■問中南地域県民局県税部納税管理
課（ ☎ 32・1131、 ■Ｈ http://
www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/013_01green.html）

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  175,739人　（－1,276）
　 男　　  80,427人　   （－    722）
　 女　　  95,312人　   （－554）
・世帯数　 70,881世帯    （－  307）
平成 28年４月１日現在（推計）

有 料 広 告
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市民税課からのお知らせです

住民税に関する
証明書の発行
　　 6 月 10 日～

　平成 28年度の住民税「所得・課
税証明書」（27 年中の所得分）を
６月 10日から発行します。申請の
際には、申請者本人（窓口に来た人）
であることを確認できるもの（運転
免許証、健康保険証など）を持参し
てください。なお、代理人（同居の
親族を除く）が申請する場合は、委
任状または同意書も必要です。
▽交付窓口　市民税課（市役所２階、
窓口 209）／市民課（市役所１階、総
合窓口）／総合行政窓口（駅前町、

ヒロロ３階）／岩木・相馬総合支所
民生課／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
▽受付時間　平日の午前８時半～午
後５時
※総合行政窓口＝平日…午前 8時
半～午後 7時、土・日曜日、祝日
…午前8時半～午後５時
▽手数料　１通＝300円
■問 い 合 わ せ 先　市民税課（☎
35・1117）

■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。

　「犬と散歩ができる公園」として、昨年度まで 30
公園を開放していますが、今年度は新たに５公園を加
え、35公園を開放します。
　人と犬が仲良く利用するためには、マナーが大切で
す。愛犬家の皆さんには、より一層のマナーの順守を

犬と散歩が
できる公園

増えました！ お願いします。
▽期間　６月１日（水）～（昨年度までに開放した
30公園は継続して開放中です）
※時間の制限はありません。
▽開放する公園名　下記参照
▽注意事項　各公園ともに散歩コースを設けて開放し
ます。次の３つの約束を守りましょう。
○犬が苦手な人もいるため、リードを必ず着用し、しっ
かり持ちましょう。
○ふんを拾って持ち帰りましょう。
○みんなが憩う公園です。決められたコースを愛犬と
一緒に散歩しましょう。
【マナー講習会】　
　青森県動物愛護センターなどから講師を迎え、マ
ナー向上のための講習会を開催します。愛犬と一緒に
ぜひ参加ください。
▽とき　①長四郎公園（城東北２丁目）…５月 28
日（土）／②桜ヶ丘中央公園（桜ケ丘４丁目）…５月
29日（日）
※時間はいずれも午前10時～（１時間程度）
▽参加料　無料
■問い合わせ先　公園緑地課（☎33・8739）

開 放 公 園 一 覧
継続開放中の公園 下白銀町広場 土淵川北横町緑地

新寺町広場 土淵川稲荷緑地（和徳町）
長四郎公園（城東北 2 丁目） 松森町ふれあい広場 土淵川さくら緑地（桔梗野 5 丁目）
三岳公園（北園 1 丁目） 茂森新町広場（茂森新町 1 丁目） 土淵川北川端町緑地
城東公園（末広 4 丁目） 堅田ふれあい広場（和徳町） 土淵川みどり緑地（桔梗野 5 丁目）
福村公園（早稲田 4 丁目） 城東中央広場（城東中央 2 丁目） 弘前駅城東口緑地（表町）
桜ヶ丘中央公園（桜ヶ丘 4 丁目） 駅前公園（駅前町） 追加開放する公園

（６月１日～）ふじの公園（藤野 1 丁目） 和徳十文字広場（和徳町）
扇町公園（扇町 2 丁目） 駅前りんご広場（駅前 3 丁目） 小比内公園（川先１丁目）
撫牛子児童公園（神田 5 丁目） 紺屋町広場 泉野公園（泉野３丁目）
城西住宅団地中央公園（城西４丁目）茂森町広場 文京公園（文京町）
蓬莱広場（土手町） 土淵川吉野町緑地 岩賀公園（岩賀１丁目）
亀甲町広場 土淵川紙漉町緑地 土淵川西田緑地（撫牛子２丁目）


