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■運行日程など、まつりに関する問い合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎37・5501）

８月１日～７日

弘前ねぷたまつり
弘前ねぷた観覧のマナー

●歩行の妨げとなる場所取りはお止めください。撤去する
場合があります。
●人ごみの中での喫煙や自撮り棒の使用、許可・承認のな
い小型無人機「ドローン」の使用など、危険迷惑行為はお
止めください。
●運行中は運行コースにはみ出ないようご注意ください。
●コース周辺の路上に駐車しての観覧は、近隣住民の迷惑
となりますので、ご遠慮ください。

合同運行の出発時間・コース

１日～４日＝午後７時、桜大通りか
ら出発／５日・６日＝午後７時、中
央通りから出発／７日（なぬかび）
＝午前 10時、松森町ふれあい広場
交差点から出発
※１日～４日は、ねぷた出陣に先立
ち、桜大通りで津軽情っ張り（じょっ
ぱり）大太鼓の演技を披露。なお、
津軽剛情張大太鼓は桜大通り「市民
中央広場」に展示しています。
【運行コース（右図を参照）】
運行前にはコースへの車両の進入が
禁止となります。

ねぷたの審査

　８月１日と２日（雨天順延）に、
ねぷたの構造や絵、運行の状況、囃
子（はやし）を審査します。審査は
桜大通り（市民中央広場側）に審査
席を設けて行います。

なぬかびおくり

　ねぷたまつりのなぬか日の夜に、
岩木川沿いにねぷたを並べ、ねぷた
囃子（ばやし）が奏でられる中、河
川敷でねぷたを燃やして、まつりの
フィナーレを飾ります。

▽とき　８月７日（日）、午後７時
～８時半（予定）
▽ところ　岩木川河川敷（岩木茜橋
近く）
▽入場料　無料

有料観覧席

　７月１日から販売しています。詳
しくはお問い合わせください。
▽料金
○桜大通り　指定観覧席（いす席）…
1,800 円（ガイドブック、うちわ、
りんごジュース付き）／自由桟敷席
…高校生以上＝1,800円（ガイド
ブック、うちわ、りんごジュース付
き）、小・中学生＝900円（うちわ、
りんごジュース付き）
○駅前　指定観覧席（いす席）…
1,800 円（ガイドブック、うちわ、
りんごジュース付き）
■問い合わせ先　弘前観光コンベン
ション協会（☎35・3131）

ちびっこねぷたのお通りだい

　弘前ねぷたまつりの幕開けとして
「ちびっ子ねぷたのお通りだい」を
開催します。かわいい子どもたちが、
元気な掛け声とともに、土手町をパ
レードします。

▽と き　７月 24
日（日）、午後３
時～（雨天中止）
▽運行コース　
土手町倉庫→土
手町→一番町→
桜大通り（解
散地点）
■問い合わせ先　弘前青年会議所
（☎34・4458）
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【カラス対策用のテグスを提供】
　テグスを無償で提供します。建物や樹木に正しく設
置すると、カラスの飛来を防ぐことができます。
▽対象　市内に住居・事務所・農地等を所有する人な
ど
▽条件　提供後おおむね30日以内に設置すること／
設置前・設置後の写真および設置効果についての情報
を提供すること
▽その他　１件につき１個（1,000 ｍ）とし、設置
にかかる費用は自己負担となります。また、設置方法
などの不明な点については、市が情報提供します。
【カラスふんの清掃用具を提供】
　清掃用具（デッキブラシ）を無償で提供します。
▽対象　市内に住居・事務所等を所有する人など

みんなのチカラで街なかカラス対策カラス対策に
ご活用ください

▽条件　カラスのふん害に関する情報（清掃回数など）
を提供すること
【カラス追い払い用ＬＥＤ懐中電灯の貸し出し】
　町会などの団体や個人が、自主的にカラスの追い払
いをする際に使用するＬＥＤ懐中電灯を貸し出しま
す。
▽対象　市内に住居・事務所等を所有する人など
▽条件　カラス追い払いに関する情報（回数、使用場
所、効果など）を提供すること
▽貸出期間　平成29年３月 31日まで
※乾電池は各自で用意してください（単１×４本使用
します）。
■問い合わせ・申込先　環境管理課環境保全係（町田
字筒井、☎36・0677）

アメリカシロヒトリの駆除にご協力を駆除や対策は
適切な方法で

　ガの一種のアメリカシロヒトリは、幼虫期に樹木の
枝・葉に白い糸を巻き付けて巣網を作り、集団で巣網
内の葉を食べ尽くした後、付近一帯の樹木に分散し、
広く被害を及ぼします。
　被害が発生する時期は、気象状況などによって変動
しますが、卵がふ化して幼虫になる、６月から７月ご
ろと８月から９月ごろの年２回です。
▽駆除・対策　葉にクモの巣のような巣網を発見した
ら、巣網ごと切り落として踏みつぶすか、ビニール袋
で二重に密封して燃やせるごみに出してください。巣
網への薬剤散布も有効ですが、寄生予防のための薬剤
では効果がありません。薬剤は、ホームセンターなど
で市販されている毛虫用の殺虫剤をお勧めします。た

だし、使用方法や周囲の環境には十分注意してくださ
い。
　なお、薬剤散布は地域ぐるみで一斉に実施すること
が効果的であるため、市では、町会を対象に噴霧機を
貸し出しています。また、弘前市町会連合会では各町
会を通して、薬剤費の補助をしていますのでご活用く
ださい。
※自分で駆除できない場合は、造園業者や害虫駆除の
専門業者に相談を。また、アメリカシロヒトリの生態
や駆除方法などについては市ホームページにも掲載し
ていますので、ご覧ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 36・
0677）

　弘前市インバウンド推進協議会では、当市の外国人
観光客の増加を図るため、観光関連事業者が行う外国
人観光客の誘客事業に要する経費の一部を補助しま
す。
▽補助対象　次のいずれかに該当する者
①文化教養施設、レジャー施設、そのほか観光または
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、旅館など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そのほか外国人観光客の誘致に取り組んでいる者
▽補助対象事業　次のいずれかに該当する事業

①国内外における誘客イベント（旅行博、商談会など）
への出展および参加
②旅行代理店などへの訪問
③そのほか外国人観光客の誘致に資する活動（「物販」
「伝統芸能公演」などの活動は除く）
▽補助対象経費　旅費、委託料、ブース出展料、その
ほか会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２分の１以内の額、または10万円のいずれか
少ない額
※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。
■問い合わせ・申込先　国際広域観光課（☎ 40・
7017）

弘前市インバウンド推進協議会誘客事業費補助金対象となる事業
者などは申請を

固定資産税の減額制度いずれの減額制度
も申告が必要です

既存住宅の改修に伴う減額制度
　耐震改修やバリアフリー改修など、一定の要件を満
たす既存住宅の改修については、申告により固定資産
税が減額されます。

◆耐震改修工事をした住宅
　昭和57年１月１日以前に建築された住宅で、平成
30年３月 31日までに耐震改修工事（工事費 50万
円超）をした場合、翌年度の固定資産税が、住宅部分
120㎡分までを限度に２分の１減額されます。
　また、改修する住宅が「要安全確認建築物（青森県
地域防災計画で緊急輸送道路に位置付けられた道路に
その敷地が接する建物のうち、地震によって倒壊した
場合に道路通行を妨げる建築物）」に該当する場合は、
２年度分減額されます。
▽申告書添付書類　改修工事に要した費用を証する書
類／現行の耐震基準に適合した工事であることの証明
書ほか
※減額措置を受けるためには、改修後３カ月以内に申
告が必要ですので、ご注意ください。

◆バリアフリー改修工事をした住宅
　新築から 10 年
以上経過し、改修
後の床面積が 50
㎡以上の住宅（貸
家部分を除く）で、
平 成 30 年 ３ 月
31 日までに、バ
リアフリー改修工
事（自己負担工事費50万円超）をした場合、当該住
宅に係る翌年度の固定資産税が 100㎡分までを限度
に３分の１減額されます。
▽要件　次のいずれかの人が居住している住宅
①65歳以上の人
②要介護認定または要支援認定を受けている人
③身体障害者手帳または療育手帳などの交付を受けて
いる人
▽対象工事　廊下の拡幅／階段のこう配の緩和／浴室
の改良／便所の改良／手すりの取り付け／床の段差の
解消／引き戸への取り替え／床表面の滑り止め化
▽申告書添付書類　納税義務者の住民票の写し／改修
工事にかかわる明細書／改修箇所の写真／改修工事費
用の領収書／対象者であることを証明するもの／補助
金などの交付を受けている場合は、その交付の決定を
受けたことが確認できるもの
※減額措置を受けるためには、改修後３カ月以内に申
告が必要ですので、ご注意ください。

◆省エネ改修工事をした住宅
　平成 20 年１月１日に存在し、改修後の床面積が
50㎡以上の住宅（貸家部分を除く）で、平成 30年
３月 31日までに、一定の省エネ改修工事（自己負担
工事費50万円超）をした場合、当該住宅に係る翌年
度の固定資産税が 120㎡分までを限度に３分の１減
額されます。
▽対象工事　窓の改修工事（必須）／床の断熱改修工
事／天井の断熱改修工事／壁の断熱改修工事（外気な
どと接するものの工事に限る）
▽申告書添付書類　納税義務者の住民票の写し／熱損
失防止改修工事証明書ほか
※減額措置を受けるためには、改修後３カ月以内に申
告が必要ですので、ご注意ください。

認定長期優良住宅に対する減額制度
　長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講
じられた優良な住宅「長期優良住宅」は、その建築お
よび維持保全に関する計画の認定を受けて建築した場
合、新築住宅の減額期間が通常より２年間延長されま
す。
　減額措置を受けるためには、新築した年の翌年の１
月 31 日までに「認定長期優良住宅に対する固定資産
税の減額申告書」に次の書類を添えて、申告する必要
があります。
▽添付書類　長期優良住宅認定通知書の写し
▽減額期間など　一般の住宅は５年度分、３階建て以
上の中高層耐火住宅などは７年度分について、住宅部
分 120㎡分までを限度に、新築した翌年度からの固
定資産税が２分の１減額されます。
▽要件　次のすべてに該当する住宅
①用途が専用住宅、併用住宅（居住部分の割合が２分
の１以上のもの）または共同住宅であること
②平成30年３月 31日までに新築したもの
③「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定
に基づき、耐久性・耐震性・可変性などの住宅性能が
一定基準を満たすものとして特定行政庁（市建築指導
課）の認定を受けたもの
④床面積が 50㎡（一戸建て以外の貸家住宅の場合は
40㎡）以上 280㎡以下

～共通事項～
※申告書は市ホームページに掲載しているほ
か、資産税課（市役所新庁舎２階）でも配布
しています。
■問い合わせ・申告先　資産税課家屋係（☎
40・7029）

固定資産税の減額制度いずれの減額制度
も申告が必要です
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あなたの力を
市のために

【学芸員（博物館・文化財課）、埋蔵文化財発掘調査専
門職】
▽採用予定　学芸員（博物館）＝１人／学芸員（文化
財課）＝１人／埋蔵文化財発掘調査専門職＝１人
▽第一次試験　書類選考による
▽申込方法　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、必要書類
を添付の上、８月25日（必着）までに郵送または持

参を（受け付けは、土・日曜日、祝日を除く午前８時
半～午後５時）。
※各試験ごとに受験資格、必要書類が異なりますので、
詳細については、募集要項をご覧ください（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）

市 職 員 募 集

　起業意欲のある学生によるベンチャー企業の創出を
促進し、地域経済の発展を図るために、学生がビジネ
スプランを磨き上げるための費用を補助します。
▽対象　市内の大学に通っている大学生、または市内
に住所を有する大学生で、ビジネスコンテストへ参加

する人、または参加した人。
▽補助金　上限10万円
▽補助率　10分の 10
▽補助対象経費　旅費、研修費等
■問い合わせ先　産業育成課（☎32・8106）

弘前市は学生の起業を応援します！若い力を
応援します

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、「市民参加型まちづくり１％システム」を活用して実施された事業をはじめ、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

 HMD 弘前の竹森朝子さん

 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分ごろから放送されますので、ぜひお聞きください。

　　　　　

　８㎜フィルムなどの映像を弘前の貴重な映像史料として後世に残して
いくため、市民に広くその大切さを知ってもらい、各家庭に眠る映像史
料を捨てずに残していこうとする意識付けや、保管していくための環境
作りを行っています。また、市民が持ち寄ったフィルムを上映する「ホー
ムムービーの日」や、プレイベントなどを開催しています。

●「映像史料の保存活動」／HMD弘前

市民活動を
FM ラジオで
発信 !!

 

▽実施団体　弘前市民俗芸能保存連合会
▽実施内容　日本ではあまり知られていない台湾月琴（げっきん）の魅力を通じて、
より多くの市民に台湾文化を身近に感じてもらうため、姉妹会を締結している台湾月琴
民謡協会と「津軽三味線と台湾月琴の音楽交流コンサート」と「台湾月琴ワークショッ
プ」を開催しました。参加した市民には、津軽と台湾のお互いの郷土芸能を通じて、
共通点やコラボレーションの素晴らしさを体感することで、台湾への興味を深めてもらう
ことができました。また、津軽三味線の文化の継承や国際文化交流の一助となりました。
▽事業費／補助金額　111万 2,160 円／ 50万円

 ５ 第２回　日本・台湾友好音楽祭

　多子家族の子育てを応援するため、市の公共施設（文
化・体育・社会教育施設等）の使用料などが無料にな
るパスポートを発行しています。夏休みにプールなど
でも活用できます。対象施設など詳しくは、市ホーム
ページ内「ひろさき多子家族応援パスポート事業対象
施設リスト」をご覧ください。

ひろさき多子家族応援パスポート市の公共施設の
使用料などが無料

▽対象　平成10年４月２日以降に生まれた子どもが
３人以上いる家族の親子
▽受付場所　子育て支援課（市役所１階、窓口105）
▽申請に必要なもの　親子全員分の健康保険証など
■問い合わせ先　子育て支援課子育て戦略担当（☎ 
40・7038）

　健康や生活習慣病に関する幅広い知識や、健康づ
くりの実践法について学び、地域での「健康づくり
活動」のけん引役として活躍できる人を養成する講
座です。修了後は「ひろさき健幸増進リーダー」と
して、自主的な健康活動の実践や、市や弘前大学が
実施する運動教室などへ協力してもらいます。
【講座】
▽期間　９月４日から約４カ月間（おおむね毎週水
曜日に実施）
▽時間　午後６時～９時（初日は午前10時～午後
４時。実践実習は時間が異なります）
▽内容　健康概論、生活習慣と疾病、実践（栄養・

運動）など
※講義・実習・実践実習・ワークショップなど（お
おむね50 時間）の受講が必要。
▽対象　市内在住で、全日程受講でき、修了後に「ひ
ろさき健幸増進リーダー」として長期にわたりボラ
ンティア活動ができる18 歳以上の人＝ 30 人程度
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項を記入し、８月
17 日までに、健康づくり推進課（野田２丁目、弘
前市保健センター内）へ。
※申込書、講習日程および募集要項は、市ホームペー
ジからダウンロードできます。
【説明会】
　養成講座の内容や修了後の活動などについて、説
明会を開催します。
▽とき　７月31日（日）、午後１時半～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健康ホール
■問健康づくり推進課（☎ 37・3750）

ひろさき
健幸増進リーダー

養成講座

 

※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。

　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。

　県民１日あたりの歩数
は、全国平均と比べて、男
性が約 1,250 歩、女性が
約 630 歩も少ないという
結果が出ています。１日に
あと 10 分、あと 1,000
歩。コツコツ積み重ねるこ
とで、半年後、１年後の健
康度はきっと変わっている
はず。皆さんも実践してみ
ましょう！

ひろさき健幸増進リーダーの

　現在２度目の単身赴任中。
前回は体重が大幅に増加し、
健診では“メタボ”の宣告…。
保健師の指導で食事制限と運
動を心掛け、１年後には 14kg
の減量に成功！これがなけれ
ば、今ごろは間違いなく成人
病患者の１人になっていたと
思います。
　今回の単身生活では、食事に
気を付け、運動不足解消のため
に階段の利用を心掛け、１日
１万歩を目標にしています。　

～社内で健康増進をアピール～ 成田俊三さん

職場では、健康
教養セミナーの
開催や運動指導
を通じて、社員
の健康増進に向
けた意識改革に取り組んでいま
す。今後は、社内健診の再検査・
精密検査受診率 100％を目指
していきます。
　休日は、市内での健幸増進リー
ダー活動にも参加し、その輪が
家庭や地域に広がっていくよう
今後も活動していきたいです。

健幸増進リーダーからの
ワンポイントアドバイス

～第１回～健幸レポート
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　津軽地方独自の庭園様式である「大石武学流庭園」
は、その高い文化財的価値から、黒石市の金平成園、
平川市の盛美園と清藤氏書院庭園、そして当市の瑞楽
園が国の名勝に指定されています。
　今回、大石武学流庭園を後世に守り伝えていくため
に、バスツアーおよびサミットを開催しますので、奮っ
てご参加ください。
【大石武学流庭園めぐりバスツアー】
▽とき　8月 11日（木・祝）、午前 9時～正午（集
合は午前９時）
▽集合　ホテルナクアシティ弘前（大町１丁目）
▽コース　瑞楽園→盛美園→金平成園→ホテルナクア

シティ弘前前解散
▽定員　50人
▽参加料　1,000 円（入園料、傷害保険料、飲み物
代を含む）
▽申し込み方法　往復はがき、ファクスまたはEメー
ル（郵便番号・住所・氏名・連絡先を記入）で、文化
財課へ申し込みを。
【大石武学流庭園サミット】
▽とき　８月11日（木・祝）、午後１時～４時
▽ところ　ホテルナクアシティ弘前
▽内容　基調講演、講演、パネルディスカッション、
共同宣言
▽出演者　涌井史郎さん（東京都市大学教授）、内山
貞文さん（ポートランド日本庭園ガーデン・キュレー
ター）、北山安夫さん（北山造園代表）、今井二三夫さ
ん（弘前文化財保存技術協会理事長）、髙樋憲さん（黒
石市長）、長尾忠行さん（平川市長）、葛西憲之（弘前
市長）
▽参加料　無料　
※事前の申し込みは不要。
■問 い 合 わ せ・ 申 込 先　文化財課文化財保護
係（〒 036・1393、賀田１丁目１の１、☎ 82・
1642、ファクス 82・2313、Eメール bunkazai@
city.hirosaki.lg.jp）

　   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

　1594年、津軽為信は堀越城を改修し、大浦城から
拠点を移します。その後17年間、堀越城は津軽の中
心として栄えました。1611年、２代藩主・信枚（の
ぶひら）は、高岡城（後の弘前城）を築城。堀越城か
ら拠点を移し、現在の弘前市の基礎を築きました。
　この堀越城や弘前城は、津軽氏の足跡を示す城跡と
して、国の史跡に指定されています。堀越城跡では、
現在、史跡公園化を目指し、整備事業が進められてい
ます。また、弘前城跡では、本丸石垣の解体修理に向
けて発掘調査や工事の準備などが本格化しています。
　今回、整備や発掘が進むこれらの城跡などをバスで
巡るツアーを開催します。この機会に実際の城跡を訪
れ、弘前の歴史を肌で感じてみませんか。
～共通事項～
▽集合　午後１時までに、市立観光館（下白銀町）バ
スプールへ。
※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）。
▽定員　各コース40人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、動きやすい服装
▽受け付け開始　７月25日から電話で受け付け（両
コースへの重複申し込みはできません）
▽受付時間　午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日
を除く）
■問い合わせ・申込先　文化財課埋蔵文化財係（☎
82・1642）

▲昨年度のツアーの様子
（如来瀬石切丁場跡）

▲整備が進む堀越城跡

 

大石武学流庭園

Aコース
津軽為信の居城「堀越城跡」と
石川高信の居城「石川城跡」を
巡る

大
石
武
学
流
庭
園

ひろさき歴史体感ツアー

▽とき　８月 27
日（土）、午後１
時～４時

Bコース
如来瀬石切丁場跡と
弘前城跡本丸石垣を
巡る

▽とき　８月 28
日（日）、午後１
時～４時

ひ
ろ
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き
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史
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ア
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 イベント
白神まるごと体験博覧会

～白神山地を遊び尽くそう！～
　登山やトレッキングのほか、白神
の清流を登るシャワークライミング
や緩やかな渓谷でのラフティング、
白神岳を海から眺めるシーカヤック
などを実施します！
▽期間　９月30日まで
※詳しくはホームページ（http://
www.shirakami-cal.jp/）をご覧
ください。
■問青森県環境生活部自然保護課（☎
青森017・734・9257）

こどもの森７月の行事

○カブト・クワガタ展　
▽とき　７月 24日～８月７日、午
前８時半～午後４時半
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）
▽入場料　無料
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

弘南鉄道大鰐線を利用して
イベントへでかけよう！
　弘南鉄道大鰐線を利用して、家族・
友だちと一緒に出かけませんか？
○大仏公園あじさいまつり
▽とき　７月31日まで
▽ところ　石川大仏公園
▽特別イベント　７月 10日（日）、
午前 10時～＝紙ひこうき大会／午
前11時～＝ジャズ演奏
※まつり期間内に俳句コンテストを
実施。入選作品は弘南鉄道大鰐線の
電車内に掲示されます。 
■問石川町会（工藤さん、☎ 92・
3215）
○第３弾復活！「西弘ちょうちんま
つり」
▽とき　７月 16 日・17 日、午後
５時～９時
▽ところ　西弘商店街周辺

▽内容　スクールバンド、チアリー
ディング、ライブなど
■問西弘商店街維持振興会（馬場さん、
☎35・5519）

親子deチャレンジ
わくわくクイズラリー
▽とき　７月23日～８月 21日
※回答カードの配布は、７月 23日
の午前 10 時からこども絵本の森
（駅前町、ヒロロ３階）受付カウン
ターで行います（クイズラリー開催
期間中は休館日を除く毎日配布）。
▽ところ　こども絵本の森
▽内容　物語に関するクイズの回答
を回答カードに記入してください。
クイズはこども絵本の森の閲覧室の
どこかに隠してあるので、探して挑
戦しよう！ 10 問全問正解者には、
おめでとうカードと景品をプレゼン
ト（先着50人）。
▽対象　小学生以下
▽参加料　無料
■問こども絵本の森（☎ 35・0155、
毎月第３木曜日は休館日）

あすなろ交流会

　精神障がいの人とその家族を中心
とした交流会です。
▽とき　７月26日（火）
　　　　午前10時半～午後２時半
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）主競技場
▽内容　体験発表、音楽演奏、分科
会
▽参加料　無料（昼食は各自で用意
を）
※事前の申し込みは不要。
▽持ち物　室内用シューズ
■問第 23 回あすなろ交流会事務局
（県立精神保健福祉センター内、佐々
木さん、☎青森017・787・3951
〈月・金曜日の午前10時～午後３時〉）

弘前学院大学
父母と教職員の会講演会
▽とき　７月30日（土）　
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼

拝堂
▽内容　講演「方言の魅力 青森県
の方言」…講師・今村かほるさん（文
学部教授）、柾谷伸夫さん（八戸市
公民館館長）、三橋光子さん（津軽
弁語り部）
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学総務課（☎ 34・
5211）

「弘前×フランス」
プロジェクト7月企画

「Bix&Marki と交流しよう！」
▽とき　7月 30 日（土）、午後３
時半～４時半…フランス語への目覚
め教室、午後５時～…コンサート
▽ところ　めん房たけや（稔町）
▽内容　音楽ユニットBix&Marki
によるフランス語入門、オリジナル
フレンチポップのコンサートを通じ
た交流
▽対象　市民
▽参加料　無料（１人１品以上の注
文をお願いします）
※事前の予約も可。
■問 めん房たけや（☎兼■Ｆ 36・
8938）／「弘前×フランス」プ
ロ ジ ェ ク ト（ ■Ｅ frenchpj@
hirosaki-u.ac.jp）

7
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（みずがめ座δ〈デルタ〉
流星群に願いを懸けよう）
▽とき　７月 28日（木）
　　　　午後８時～ 10時
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）
▽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）
※事前の申し込みは不要。
■問星と森のロマントピア天文台
（☎84・2233、月曜日は休館〈月
曜日が祝日の場合は次の平日が休
館〉）
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　学科試験や実技試験にチャレンジ
してゲットしよう！詳しくは問い合
わせを。
■問城北公園交通広場事務室（☎
33・6755）

藤田記念庭園夜間開園

　弘前ねぷたまつりの開催にともな
い、一部の期間特別開園します。期
間中のイベントなどについては、市
みどりの協会ホームページをご覧く
ださい。
▽とき　8月 1日～ 4日
　　　　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、子供＝
100円　
※広報ひろさき７月１日号の 19
ページ「藤田記念庭園夜間開園」で
お知らせした７月 23日の夜間開園
について、大正浪漫喫茶室の営業は
午後５時までとなります。
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

ヒロロスクエアのイベント

【親子一緒に英語で１．２．３！】
▽とき　８月４日（木）
　　　　午前10時半～ 11時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽対象　０歳～就学前までの子ども
とその保護者＝25組（先着順）
▽参加料　無料

※事前の申し込みが必要。
【DANCE 交流文化祭 2016】
　ダンスの部活やサークル、同好会
単位での成果発表・交流の場です。
▽とき　８月５日（金）
　　　　午後０時半～７時
▽ところ　ヒロロ４階市民文化交流
館ホール
▽参加料　2,000円
※チケット取り扱いについては、
ひろさき芸術舞踊実行委員会（☎
88・6499）まで問い合わせを。
■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〈午前８時半～午後９時〉）

市民ゴルフ場選手権
スクラッチゴルフコンペ

▽とき　８月７日（日）
　　　　午前８時半～午後１時
▽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／スルー・ザ・グリーンオー
ル６インチプレース
▽定員　16人（４組）
▽参加料　3,000円（昼食付）
※事前の申し込みが必要。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

太宰治ドラマリーディング
夏の定期公演2016
▽とき　８月６日（土）
　　　　午後２時～３時

▽ところ　太宰治まなびの家（旧藤
田家住宅、御幸町）
▽上演作品（予定）　「たずねびと」、
「海」、「リイズ」、「満願」、「やんぬ
る哉」　
▽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。

弥生いこいの広場のイベント

◎Mission! 昆虫お兄さんを探せ !
　“昆虫お兄さん”を探し出して、
カブトムシとの交換カードをもら
い、カブトムシを手に入れよう！
▽とき　８月７日（日）、午前 10
時～正午（雨天中止）
▽参加料　無料（動物広場入園料が
必要となる場合あり）
※事前の申し込みは不要。カブトム
シがなくなり次第終了。
◎ポニーや動物たちと遊ぼう！
▽日程　８月９日（火）、午前８時
半＝追手門広場集合、午前９時＝バ
ス出発、午後３時半＝追手門広場解
散（雨天決行）
▽対象　小学生＝50人　
▽参加料　1,000円（当日徴収）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、着替え、帽子、
おにぎり
※豚汁と飲み物を用意します。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

放送局を見に行こう！
夏休み子ども見学会
　ラジオ番組への出演や、テレビの
スタジオなどを見学して、情報産業
を学びます。
▽とき　８月９日（火）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　RAB青森放送（青森市
松森１丁目）
▽対象　小学校４年生～６年生（保
護者同伴）＝10組
※応募多数の場合は抽選で決定。

■問８月３日までに、青森県総合社会
教育センターあおもり県民カレッジ
事務局（☎青森017・739・0900、
■Ｅ alis02@jomon.ne.jp）へ。

第39回「愛の広場」　　　
レクリエーションの集い
　心身障がい児者と家族、ボランティ
ア、市民がレクリエーションを通し
て楽しく交流を深め、自らの活動意
欲を奮い起こすとともに、社会生活
に融合することを願い開催します。
▽とき　８月11日（木・祝）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽内容　○×クイズ／玉入れ／ひま
わりの会ダンスパフォーマンス／カ
ラオケ／りんご娘＆アルプスおとめ
ライブ／よさこい弘前厚生学院
▽参加料　無料
▽その他　ボランティアスタッフを
募集しています。
■問７月 29日までに、市社会福祉協
議会（宮園２丁目、☎ 33・1161、
■Ｆ 33・1163）へ。

山の日の集い

▽とき　８月 11 日（木・祝）、午
前６時半集合（小雨決行）
▽ところ　岩木山（赤倉コース）
※大石神社（大森字勝山）集合・解散。
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　1,000 円（保険料など
として）
▽申し込み方法　７月 27 日まで
に、はがきか Eメール（住所・氏
名・生年月日・性別・電話番号を記
入）で、弘前勤労者山岳会（〒036・
8115、広野１丁目 16 の 11、竹
内 さ ん あ て、 ■Ｅ kndrm915@
yahoo.co.jp）へ申し込みを。ホー
ムページからも申し込みできます。
■問弘前勤労者山岳会（☎携帯090・
7074・3979）

「山の日」制定記念
白神のブナ林を学ぼう
▽とき　８月 11 日（木・祝）、午
前９時～午後４時半（小雨決行）
▽ところ　西目屋村津軽峠周辺
▽内容　植樹体験、ブナ林散策など

▽集合　津軽森林管理署（豊田２丁
目、運動公園隣）
※開催場所まではバスで移動。
▽対象　小学生以上＝ 40人（先着
順）
※小学生は保護者同伴。
▽持ち物　雨がっぱ、長靴、タオル、
長袖、長ズボン
▽参加料　1,000円（昼食、飲み物、
記念品、傷害保険料代として）
※事前の申し込みが必要。
■問津軽森林管理署（福長さん、☎
27・2800）

第３回ふれあいフェスティバル

～パラリンピック種目を体験しよう～
▽とき　８月14日（日）
　　　　午後１時半～５時
▽ところ　①市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）／②弘前駅
前公園
▽内容　①車いすバスケ、シッティ
ングバレー、ボッチャ、障害体験な
ど／②開会式、トーチラン
▽参加料　無料
※トーチランは、７月31日までに、
E メ ー ル（genki0916@gmail.
com）で申し込みを（先着200人）。
■問第３回ふれフェス実行委員会
（石田さん、☎携帯 080・6793・
0989、 ■Ｅ taiyaki7129@gmail.
com）

博物館夏休みイベント

「ねぷた絵の見方が変わる！－絵師
による実演と、おもしろ描画体験－」
▽とき　８月21日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ロビー
▽内容　ねぷた絵の基本的解説、絵
師による実演、髪・ひげの描画やボ
カシ塗りの体験など
▽講師　博物館学芸員、川村麗巴さ
ん（ねぷた絵師）
▽対象　小・中学生＝ 30人（先着
順、保護者同伴可）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　８月１日の午前８
時半から、電話で受け付け
▽その他　参加者には博物館オリジ
ナル缶バッジをプレゼントします。
■問市立博物館（☎35・0700）

ひろさき美術館
～武家屋敷×アート～
「マレビトの祀（まつ）り」
　仲町伝統的建造物群保存地区に点
在する４棟の武家屋敷を会場に、４
人の作家が個展形式で展覧会を行い
ます。
▽とき　７月 30 日～８月 12 日、
午前 10時～午後４時
※８月１日～７日は午前 9時～午
後４時。最終日は午前 10時～午後
１時。
▽ところ　仲町伝統的建造物群保存
地区公開武家屋敷（若党町）
▽展示作家　蒔苗正樹（旧伊東家）、
岩井康賴（旧梅田家）、坂本憲史（旧
笹森家）、塚本悦雄（旧岩田家）
▽入場料　無料
▽その他　８月６日の午後１時か
ら、旧伊東家でアーティストトーク
を行います
■問弘前アートプロジェクト実行委員
会（harappa 内、☎ 31・0195、）
※平成28 年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

子ども免許証を発行

　城北公園交通広場（田町３丁目）
では、交通ルール順守の意識啓発を
図ると共に、子どもの交通事故防止
を図るため、７月 30日から小学生
以下の子どもを対象に、「子ども運
転免許証」の発行を期間限定で行い
ます。

▲青森県弘前市俯瞰地図
（大正５年）部分

▲平成 27 年茂森新町のねぷた
絵

　江戸時代に築かれた弘前の町が明治、大正、昭和へと
時とともに移り変わる様子を、絵図や地図で紹介します。
また、そこで暮らした人々が八幡宮祭礼行列やねぷた祭
りに参加した様子を、巻物や昨年知事賞に輝いた茂森新
町のねぷた絵などを展示して紹介します。
▽開催期間　７月 23日～９月 25日の午前９時半～午
後４時半（８月15日、９月 20日を除く）
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
▽観覧料　一般＝ 280（210）円／高校・大学生＝
140（100）円／小・中学生80（40）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を。
■問市立博物館（☎35・0700）

市立博物館企画展２
「まち・ひと・くらし－移り変わる弘前－」

小・中学生には博物館
オリジナル缶バッジを
プレゼント !!
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▽内容　プラネタリウムで、サクソ
ホン四重奏の生演奏を交えながら、
星座をはじめ、夏の星空の特徴や物
語を投影します。また、サクソホン
の種類や音色の違いなどについても
詳しく紹介します。
▽ 出 演　Saxophone Quartet 
Affe! 
▽対象　市民＝50人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。
▽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・年齢・
電話番号を記入）で、８月 19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
館日）

「津軽岩木スカイラインを
歩いてみよう会」参加者募集
▽とき　９月４日（日）
※雨天決行。ただし、荒天は中止。
▽集合　午前６時 45分までにＪＲ
弘前駅城東口駐車場前（往復とも専
用貸切バスを利用。帰りは午後２時
半ころに岩木山８合目駐車場出発）
▽コース　Ａコース＝ 10㎞／Ｂ
コース＝５㎞
▽対象　小学生以上（小学生は高校
生以上の同伴者が必要）
※体の不自由な人も参加できます
が、事前にご連絡ください。

▽参加料　１人2,000円
※中止の場合は返金しませんので、
ご注意ください。
▽持ち物　昼食、飲み物、汗ふきタ
オル、雨具など
▽申し込み方法　８月 20 日まで
に、案内チラシ添付の振込用紙また
は郵便局備え付けの郵便振替用紙で
申し込みください。詳しくは問い合
わせを。
■問弘前歩こう会事務局（今井さん、
☎32・9272）
※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。

ひとにやさしい社会
推進セミナー
▽とき　７月25日（月）
　　　　午後６時半～８時
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽テーマ　「夢に向かって一緒に走
ろう！」
▽講師　大野寿子さん（メイク・ア・
ウィッシュ オブ ジャパン理事）　
▽対象　市民または市内に通勤・通
学する人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　託児（無料）を希望する
人は、７月20日までに申し出を。

弘前市青年交流会～農家の
出会いはBBQ!! ～第二弾
▽日程　８月 21 日（日）、午後１
時＝市立観光館バスプール出発／午
後７時＝市立観光館バスプール解散
※雨天決行。貸し切りバスで移動。
▽内容　森の中の果樹園（十面沢字
轡）で果物狩り／星と森のロマント
ピア（水木在家字桜井）でバーベ
キュー
▽対象　おおむね 25歳～ 40歳の
独身男女（男性は市内に居住する農
業青年）
▽定員　男女各10人
▽参加料　男性＝ 4,500 円／女性
＝ 2,500 円（２人以上で参加する
女性は、１人2,000円）
■問８月 10日までに、弘前市青年交
流会実行委員会事務局（市農業委
員会事務局内、☎ 40・7104、■Ｅ
nougyou@city.hirosaki.lg.jp）
へ。

プラネタリウム特別企画

「ムジカ・プラネタリオ－ La Música 
en un Planetario 2016 －」
▽とき　８月21日（日）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階プラネタリウム
▽テーマ　「夏の終わりの四重奏～
カルテット～」

■問 市民参画センター（☎ 31・
2500）へ。

ふるさと温故知新

▽日程と内容　７月 23日（土）＝
「ネプタあれこれ」／８月27日（土）
＝「津軽獅子踊について」／９月
24日（土）＝「お山参詣について」
※時間はいずれも午後１時半～４時。
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室１
▽講師　工藤哲彦さん（陸奥史談会
会長）
▽定員　30人
▽参加料　200 円（テキスト代と
して）
※事前の申し込みは不要。
■問陸奥史談会（小山さん、☎ 32・
6830）

～チビッコたちあつまれ！～
今日から！足が速くなる！教室
▽とき　７月 30 日、８月 28 日、
①未就学児＝午前９時～ 10時／②
小学生＝午前 10時半～正午／③中
学生（ハードルの教室）＝午後１時
～３時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）主練習場
▽対象　①②＝各 30 人、③＝ 20
人（いずれも先着順）
▽参加料　１コース 500 円（傷害
保険料を含む）
▽持ち物　水筒、タオル
▽申し込み方法　氏名・学校名（幼
稚園名、保育園名）を事前に電話か
窓口でお知らせください。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

スポーツ関係者の
マネージャー・指導者
スキルアップ講習会

▽とき　７月31日（日）、午前10
時～午後４時（受け付けは午前９時
45分～）
▽ところ　大成小学校（御幸町）地
域交流室
▽内容（予定）　①万が一に備えた
応急処置（ねんざ、骨折、切り傷、
脳振とうなど）／②けがの処置と予
防のための RICE 処置とテーピン

グ実施
▽対象　中学校・高校の部活動のマ
ネージャー、スポーツ少年団に関わ
る保護者・地域関係者、スポーツ少
年団・部活動に関わる指導者、市民
＝60人（先着順）
▽参加料　2,000 円（高校生以下
は1,000円）（当日徴収）
▽持ち物　筆記用具、内履き、運動
のできる服装
※事前の申し込みが必要。
■問南富田町体育センター（☎兼■Ｆ
34・6122）

市民健康クッキング講座

▽とき　８月５日、９月９日、10
月 14日、11月 11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　全日程を受講できる市民＝ 
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、７月26日（必着）までに、「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）

東北栄養専門学校公開講座

【今でも間に合う「食べて」＋「動
いて」若さをキープ！～加齢による
衰え『フレイル』を予防～】
▽とき　８月６日（土）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　東北栄養専門学校（上瓦
ケ町）調理室
▽対象　高校生以上＝30人
▽受講料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、ハ
ンドタオル、筆記用具、電卓、みそ
汁少々（塩分濃度を計測します）
■問電話、ファクス（住所、氏名、電
話番号、高校生は学年、一般の人は
年代を記入）またはホームページで、

東北栄養専門学校（☎ 32・6152、
■Ｆ 32・6155、 ■Ｈ http://www.
tcomp.ac.jp/eisen/index.html）
へ。

弘前大学公開講座
「夏休みの数学2016」
▽日程と内容　８月６日＝「素数と
ふれあう旅に出よう！」／８月７日
＝「正12面体と真法恵賢」
※時間はいずれも午前 10時半～午
後３時。
▽ところ　弘前大学理工学部（文京
町）２号館
▽対象　中学・高校の数学担当教員
や数学に興味のある市民・高校生＝
各日40人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、７月 15 日～ 25 日に、
郵送かファクスで申し込みを。
※ 申 込 書 は ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.st.hirosaki-u.
ac.jp/~mathsci/indexM.html）
からダウンロードできます。
■問弘前大学大学院理工学研究科総
務グループ総務担当（〒 036・
8561、文京町３、☎ 39・3505、
■Ｆ 39・3513）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

食生活改善推進員養成講座

▽とき　８月 23 日・30 日、９月
６日・27 日、10 月４日・18 日・
25 日の午前 10 時～正午（初日と
最終日は午後1 時～）
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階大会議室
▽内容　食生活改善、生活習慣病の
予防、食品衛生の講話、栄養価計算、
調理実習など（10 単位〈おおむね
20 時間の受講が必要〉）
▽対象　全日程を受講できる人で、
受講後にボランティア活動ができる
市民＝ 30 人（先着順）
▽受講料　1,728 円（テキスト代
として）
※託児室を用意します。
▽申し込み方法　８月 10 日まで
に、電話で申し込みを。
■問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

 教室・講座
 

 

子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券

※対象年齢はいずれも平成 28 年４
月 1 日現在。

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

　がんの早期発見と正しい健康意識
の普及および啓発を図り、健康保持・
増進を図ることを目的として、国の
方針に基づき「がん検診総合支援事
業」を実施する予定です。対象とな
るのは右記に該当する人です。
　対象年齢に該当する人で、平成
28年４月 20 日現在、弘前市に住
民登録のある人には、７月中に無料
クーポン券を発送する予定です。
　対象者のうち、すでに弘前市の子
宮頸がん・乳がん検診を受診し、自
己負担金を支払った人については、

自己負担金を助成しますので領収書
の保管をお願いします。詳しくは
クーポン券と一緒に送付するお知ら
せをご覧ください。
　また、４月 21日以降に弘前市に
転入した対象年齢の人は、前住所地
の市町村からクーポン券が発行され
ます。既に前住所地の市町村から
クーポン券が送付されている人は、
当市のクーポン券との交換が必要で
すので、お問い合わせください。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750、土・日曜日、祝日を除く）

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
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ん、☎携帯090・9745・7957）

津軽の食と産業まつり
出展者募集
▽とき　10 月 14 日～ 16 日の午
前９時半～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ターおよびエントランス広場（豊田
２丁目、運動公園内）
▽出展料　１コマ＝１万8,000円
▽共益費　屋内（主に物販・企業Ｐ
Ｒなど）…１店舗＝ 5,000 円／屋
外テント村（主に飲食）…１店舗＝
１万円
※そのほか必要に応じて経費がかか
る場合があります。
■問７月 29日の正午までに、津軽の
食と産業まつり運営協議会事務局
（上鞘師町、弘前商工会議所内、☎
33・4111）へ。

市民参画センター
開館時間変更のお知らせ
▽変更期間　８月１日～４日
▽開館時間　午前９時～午後５時
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

小型移動式クレーン
運転技能講習
▽とき　８月24日～ 26日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝桝形運送（小
比内字福田萢）
▽対象　①申請時に求職中で、雇
用保険を受給している 35歳以上の
人（雇用保険の受給期間を終えてな
お求職中の人を含む）／②申請時に
失業中で、かつハローワークに登録
をして求職している 35歳以上の人
／③出稼労働者手帳を所持している
18歳以上の人
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円（ただし、資格所
持者は 6,760 円。いずれもテキス
ト代1,645円が別途必要）
※資格所持者…クレーン、移動式ク

レーン、デリック、揚貨装置の各運
転士免許証の所持者および床上操作
式クレーン、玉掛けの各技能講習修
了証の所持者
▽申込期間　８月３日～10日
▽申し込み手続き　印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証かハローワークカードまたは
出稼労働者手帳（有効期限内のも
の）、自動車運転免許証、前記資格
所持者は各免許証または修了証を持
参してください。なお、代理人によ
る申請はできません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎ 33・5657、午前
９時～午後５時）

津軽ひろさき検定

【第 10 回初級（おべさま検定）試験】
▽とき　９月11日（日）　
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽申込期間　７月31日まで
▽受験料　一般＝ 3,000 円、高
校生以下＝ 1,500 円／既合格者…
一般＝ 2,000 円、高校生以下＝ 
1,000 円
※第９回中級（おべ博士検定）試験
を 11月 13日に、第７回上級（お
べ仙人検定）試験を平成 29年３月
５日に実施予定。詳しくは問い合わ
せを。
■問弘前観光コンベンション協会（☎
35・3131）

アルバイトの労働条件を
確かめよう！
　厚生労働省では、全国の大学生な
どを対象に、アルバイトを始める前
に労働条件の確認を促すことを目的
とした「アルバイトの労働条件を確
かめよう！」キャンペーンを実施し
ています。
　キャンペーン中、青森労働局では、
総合労働相談コーナーに「若者相談
コーナー」を設置し、学生からの相
談に重点的に対応しており、大学な
どへの出張相談も行っています。
○電話相談…☎フリーダイヤル
0120・811・610（月・火・木・
金曜日…午後５時～ 10時／土・日
曜日…午前10時～午後５時）
○弘前総合労働相談コーナー（南富

かっこいい大人養成講座２

～登山囃子を覚えて
　　　　「お山参詣」に行こう！～
▽とき　①笛の演奏講座＝８月 17
日・20日・24日・27日／②お山
参詣の踊り講座＝８月28日
※時間はいずれも午後７時～９時。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階、①＝中会議室／②＝大
会議室
▽内容　登山囃子（ばやし）の笛の
演奏に必要な譜面の見方、良い音を
出すための姿勢などの基礎的な指導
から実際の演奏まで／お山参詣の踊
り方の指導、お山参詣の歴史や参加
方法、楽しみ方の解説
▽講師　①津軽笛地域づくり実行委
員会／②五十嵐清勇さん（伝統芸能
伝承師）
▽対象　①…ねぷた囃子を笛で演奏
したことのある人／②…お山参詣の
踊りに興味のある人（いずれも 18
歳以上）＝各40人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　登山囃子用の笛（６寸３
分）
■問８月 12 日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休館日）へ。

「かみどて朝市」出店者募集

　「えきどてプロムナード」（土手町）
で農産物や惣菜・喫茶・手作り品な
どを出品する出店者を募集していま
す。
▽とき　9月
までの毎週日
曜日、午前 6
時～ 8時半
▽ところ
えきどてプロムナード
▽出店料　１区画（間口３ｍ×奥行
き３ｍ）＝2,000円（１日）　
▽申 し 込 み 方 法　ホームペー
ジ（http://kamidote-asaichi.
com/） から申し込み用紙をダウン
ロードし、申し込みを。
■問かみどて朝市実行委員会（亀尾さ

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剣道暑中稽古 ７月26日～ 30日、午前６時
～８時

市民体育館（五十石
町）

幼児～一般＝
150人 無料 当日会場で受け付け。

用具は各自で準備を。市民体育館（☎ 36・2515）

②躰道暑中稽古 ７月27日～ 30日、午前６時
～７時半

弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（八幡町１丁目）

児童～一般＝
各 50人（先着
順） 無料

 

各開催日の前日までに、電話か窓口で、
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎ 33・
4545）へ。

③柔道暑中稽古 ７月27日～ 31日、午前６時
～７時半  

④少年少女バレー
ボール教室

７月30日・31日の午前 10
時～正午

小学校４年生～
中学生＝50人
（先着順）

 

⑤夜のカヌー教室

子ども・親子の部＝７月 20日・
23日・27日・30日／大人の
部＝８月 10日・20日
※時間はいずれも午後６時～７
時半

城北ファミリープー
ル（八幡町１丁目）

小学校１年生～
一般＝各回 10
人（先着順）

１回 400円
（傷害保険料
を含む）

 

⑥ソフトバレーボ
ール体験教室

８月16日～ 30日の毎週火曜
日、午前 10時～ 11時半 金属町体育センター 市民＝ 12人 無料 室内用シューズの持

参を。

８月８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）（※２）

⑦気軽にスポーツ
体験教室

８月15日～ 29日の毎週月曜
日、午前 10時半～正午

河西体育センター（石
渡１丁目） 市民＝ 15人 無料 室内用シューズの持

参を。

８月２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）（※２）

⑧中学生武道教室
（弓道）

７月23日～８月 20日の毎週
土曜日、午前 10時～正午 市立弓道場（笹森町）中学生＝５人程度（先着順）

150円（保
険料として） ７月22日までに、電話で、弘前弓道会（成

田さん、☎携帯090・5231・9562）へ。

⑨夏休み水泳教室

①７月24～ 26日、②７月
27日～ 29日、③７月 31日
～８月２日、④８月３日～５日/
第１部＝午前９時～ 10時、第
２部＝午前 10時～ 11時

ウイング弘前（青山
５丁目）

３歳～小学生
で、初めて参加
する人

1,080 円
水着、キャップ、ゴ
ーグル、バスタオル
の持参を。

電話で、ウイング弘前（☎ 38・8131）
へ。

⑩ノルディックウ
オーキング教室

８月２日～11月 15日の毎週
火曜日、午前 10時～ 11時半

集合＝岩木川市民ゴ
ルフ場管理棟（清野
袋２丁目）前

市民＝10人（先
着順）

１日 200円
（保険料を含
む）

帽子、リュック、薄
手の手袋の持参を。

各開催日の前日までに、電話かファク
ス（名前・性別・連絡先・ポールの有
無を記入）で、岩木川市民ゴルフ場（☎
兼■Ｆ36・7855）へ。

⑪小学生水泳教室 ８月18日～９月 15日の毎週木曜日、午後４時半～５時半
河西体育センター（石
渡１丁目） 小学生＝ 20人 無料  

７月 30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）（※２）

⑫プールで体力づ
くり教室

８月19日～９月 30日の毎週
金曜日（９月 23日を除く）、
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

タオルの持参を。

８月３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）（※
２）

⑬子ども日本舞踊
教室 ７月～平成29年１月（月２回）

大津医院（山王町）
または泉野多目的コ
ミュニティ施設（泉
野３丁目）

３歳～高校生
（保護者の参加
も可）

無料
場所は選択可。浴衣・
帯は無料で貸し出し
ます。詳しい日程は
問い合わせを。

弘前市日本舞踊教室弘扇会（西川さん、
☎携帯090・3365・3628）

※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（⑪は生年月日・保護者氏名も）を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※2…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。
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

田町、弘前労働基準監督署内）…平
日の午前９時～午後５時15分
■問青森労働局雇用環境・均等室（☎
青森017・734・4211）

バス車内事故防止
についてのお願い
　走行中に席を離れると、転倒など
思わぬけがをする場合があるため、
降車時は、バスが停留所に着いて扉
が開いてから席を立ってください。
安全運転に徹しているバスでも、や
むを得ず急ブレーキをかける場合が
あるため、乗車中に立っている場合
は、つり革や握り棒にしっかりつか
まってください。バスの車内事故防
止のため、皆さんのご理解とご協力

をお願いします。
■問青森県バス協会（☎青森 017・
739・0571）

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　８月６日・20日
　　　　午後１時～４時
▽ところ　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）

法人の設立・異動の届出を
お忘れなく
　市内に法人を設立・設置した場合
や名称・所在地等が変更となった場
合、解散・清算した場合は、市およ
び県にそれぞれ届出が必要です（一
部法人を除く）。
※届出用紙は市や県のホームページ
からダウンロードできます。詳細に
ついては、お問い合わせください。
■問市民税課諸税係（☎ 35・1117）
または中南地域県民局県税部課税第
一課（☎32・1131、内線 278）

 その他
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ありがとうございます。
　本年度は、４月に発生し甚大な被
害をもたらした ｢熊本地震｣ の被災
者を支援するため医療救護班を派遣
するなどの災害救護活動を展開して
います。これらの活動は赤十字社員
の社資（社費・寄付金）を財源とし
ています。赤十字活動の普及・推進
のため、市民の皆さんの加入、社資
募集にご協力をお願いします。
■問弘前市社会福祉協議会総務課 (☎
33・1161)

両親学級

▽とき　７月30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／クイ
ズ「お産ってどんなふうに進むの？」
／産痛を乗り切ろう！呼吸法とマッ
サージ法／育児体験に挑戦など
▽対象　出産をひかえている夫婦と
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。
■問弘前学院大学看護学部母性看護学
担当（工藤さん、☎31・7147）

自衛官募集

【航空学生】
▽資格　高卒（見込みを含む）以上
21歳未満の人
▽試験日　９月22日
【一般曹候補生】
▽資格　18歳以上 27歳未満の人
▽試験日　９月17日
【自衛官候補生】
▽資格　18歳以上 27歳未満の人
▽試験日　男性＝９月 27 日・28
日／女性＝９月26日
～共通事項～
▽受付期間　９月８日まで
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

自分の血圧、知ってますか？
～健康診査を受診しましょう～
　ちょっと体調がすぐれなくて医療
機関を訪ねたとき、普段の血圧や血

糖値、コレステロール値を聞かれて
答えることができますか？これら
は、気づかないうちに数値が悪く
なっていることもあり、脳卒中や心
筋梗塞の要因の１つにあげられてい
ます。
　生活習慣病を早期発見・早期治療
し、将来重大な病気につながらない
ようにするため、年に１度、健康診
査を受けましょう。
▽対象　国民健康保険に加入してい
る 40歳以上の人または後期高齢者
医療制度に加入している人
▽実施期間　平成 29年３月 15日
まで
▽料金　無料
▽受診回数　実施期間内に１回
※詳細は、平成 28年度「健康と福
祉ごよみ」の 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）
／後期高齢者健康診査について…
国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）

ひろさき出愛サポート
センター８月休日登録会
　結婚を希望する独身男女が会員に
登録し、写真やプロフィール（匿名）
を見て選んだ人と１対１でお見合い
をする支援をしています。
　お見合いをお手伝いする出愛サ
ポーターも随時募集しています。
▽とき　８月13日（土）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室C
■問ひろさき出愛サポートセンター事
務局（ひろさき未来戦略研究セン
ター内、☎35・1123、ホームペー
ジ http://www.city.hirosaki.
aomor i . jp/ jouhou/se ido/
hirosaki-deai.html）

家族介護慰労金支援事業

　在宅で、重度の要介護者を日常的
に介護している家族に対し、慰労金
を支給します。
▽対象　介護している人が住民税非
課税世帯で、介護されている人が次
の①～④のすべてに該当する場合
①市内に住所を有する

「子どもの作品展示会」
作品募集 !
～文化センターにみんなの力作を
飾っちゃおう！～
　11 月３日に開催する「第 55 回
弘前市子どもの祭典」で展示する小・
中学生の作品を募集しますので、夏
休み中に作った作品など、奮ってご
応募ください。
▽対象　市内の小・中学生
▽テーマ・応募規定など　
○団体作品　１つの作品を２人以上
で作成。絵画や工作など内容は自由
○個人作品
①工作の部…自分で作った工作作品
②川柳の部…子どもの視点で自由に
詠んだ川柳
③絵画の部…八つ切りサイズの画用
紙に「世界」をテーマに描いた作品
▽応募方法　作品に、タイトル・住
所・氏名（ふりがな、団体作品は製
作者全員分）・性別・学校名（団体名）・
学年・電話番号・指導者氏名を記入
したものを添付し、郵送または持参
してください。作品出品票と川柳の
部の応募用紙は、中央公民館事務室
で配布するほか、同館ホームページ
にも掲載しています。
▽受付期間　７月 20日～９月 12
日の午前８時半～午後５時（火曜日
を除く）
▽その他　各部門の優秀作品に選ば
れた人は「子どもの祭典」式典で表
彰／応募作品は祭典終了後に、中央
公民館事務室で返却します。
■問弘前市子どもの祭典実行委員会
事務局（〒 036・8356、下白銀
町 19 の４、弘前文化センター１
階中央公民館内、☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp）

弘前学院聖愛中学校生徒募集

▽募集人員　60人
▽資格　①平成 29年３月に小学校
を卒業見込みの児童／②保護者と同
居し、同居先から通学する児童
▽願書の受け付け　12 月 12 日～
28日（平日は午前９時～午後４時、
土曜日は午前９時～午後１時）
※願書は弘前学院聖愛中学校（原ヶ
平字山元）で随時交付します。
▽選考日程　選考日＝平成 29年１
月６日／合格者発表＝平成 29年１
月 10日
▽その他　学校説明会…７月 29
日・11月 19日の午前 10時から、
弘前学院聖愛中学校で行います。／
体験入学…８月 20日の午前８時半
から、中高合同で実施します。
■問弘前学院聖愛中学校（☎ 87・
1411）

「廃品おもしろ工夫展 in
プラザ棟＆みんなで選ぶ
プラザ賞」作品募集

　日常生活で発生する不用品やごみ
を使って制作した作品を募集しま
す。
▽対象　弘前市、平川市、大鰐町、
藤崎町、板柳町、西目屋村の小学生
および特別支援学校の児童生徒（個
人またはグループ）
▽作品内容
○材料　商品の包装に使われていた
紙・袋・包み紙・箱・容器など。リ
ボンや紐なども使用可。
○大きさ　おおむね 40㎝× 40㎝
× 40㎝以内
▽応募方法　規定の申し込み用紙に
必要事項を記入し、９月１日～ 11
日の午前９時～午後４時に、弘前地

区環境整備センタープラザ棟（町田
字筒井）へ、個人・グループ・学校
ごとに作品を持ち込んでください。
申し込み用紙および募集要項は弘前
地区環境整備センタープラザ棟で配
布しているほか、ホームページから
ダウンロードすることもできます。
▽展示・審査　９月 17日～ 11月
13日の期間、弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟に展示し、優秀作品
には特別賞を授与します。また、応
募者全員へ参加賞を贈呈します。
■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、■Ｈ http://
www.city.hirosaki.aomori.
jp/kankyoseibi/plaza/index.
html）
※月曜日は休館日。月曜日が祝日の
場合は翌日が休館日。

ドッグラン

　犬が自由に走り回れる広場です。
▽とき　10 月 30 日までの午前８
時～午後５時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）ニュースポーツ広場
▽対象　登録をしている犬で、１年
以内に狂犬病予防接種・５種以上の
ワクチンを接種しており、犬や人間
に対して攻撃性がない犬
▽参加料　１日１匹100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）

赤十字活動事業にご協力を

　日赤青森県支部の平成 27年度の
社資募集実績額は、１億 9,618 万
3,329 円でした。皆さんのご協力

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,196人　   （－112）
　 男　　  80,725人　   （－ 60）
　 女　　  95,471人　   （－52）
・世帯数　 71,414世帯    （－33）
平成 28年６月１日現在（推計）

有 料 広 告

 

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
8／7 おおた眼科（駅前町） ☎38・2333
21 なんば耳鼻咽喉科（高田

５）
☎55・8749

歯　科
8／7 竹沢歯科クリニック（松

原西３）
☎88・1717

11 なるみ歯科（大清水４） ☎38・1115
14 ソレイユ歯科医院（新町）☎39・7303
21 梅村歯科クリニック（石

渡１）
☎32・7311

28 鳴海デンタルクリニック
（城東中央３）

☎26・2301

内　科
8／7 場崎クリニック（代官町）☎38・6600
14 さがらクリニック（桔梗

野１）
☎37・2070

21 千葉胃腸科内科医院（石
渡３）

☎36・7788

28 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

②住民税非課税世帯
③要介護４または５の介護保険の認
定を受けている
④過去１年間、介護保険のサービス
を利用していない（１週間以内の
ショートステイを除く。）
▽慰労金の額　10万円
▽申請時に必要なもの　介護してい
る人の振込先の金融機関名・口座番
号が分かるもの、認め印
■問介護福祉課介護給付係（☎ 40・
7071）

くらしとお金の安心相談会

　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みを。
▽とき　８月３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）
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　市民一人ひとりが、まちをデザインするクリエイ
ターとして参画し、弘前の魅力をさらに高めるための
市の新たな取り組みを紹介します。
○放送日　７月30日（土）、午前11時 15分～ 11時半
○放送局　青森テレビ（ＡＴＶ）

「弘前への愛～弘前デザイン
ウィークプロジェクト～始動！」

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”
市のテレビ番組

■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。希望する人は広聴広報課までお知らせください。

　市内の文化芸術団体の協力で、音楽、美術などさま
ざまなアートが体験できるイベントを開催します。
▽とき　７月 24日（日）、午前９時 45分～午後１
時半（体験コーナーは午後０時45分まで）
▽ところ　総合学習センター（末広４丁目）
▽内容　体験コーナー（打楽器、ミュージカル、小鼓、
茶道、せん茶道、人形作り、書道、絵画、焼き物、生け花、
琴、バルーンアート、オリジナルうちわ作り）／午後
１時～=書道パフォーマンス（弘前高校書道部）
▽対象　小学生（親子での参加も歓迎します）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要で、当日は自由に参加できま
すが、コーナーによっては定員を超えた場合、体験で
きない場合があります。
■問い合わせ先　生涯学習課（☎82・1641）

こどもアート
体験ひろば2016

　ねぷたの合同運行、パレード、夜店など盛りだくさ
んのイベントが、賀田商店街を舞台に行われます。
▽とき　７月30・31日
▽ところ　賀田通り、岩木文化センターあそべーる（賀
田１丁目）周辺
▽内容　獅子舞披露／よさこい＆ねぷた運行／岩木
ファミリーバンドライブ／ヒップホップ・ストリート
ダンス／浅草サンバなど
■問い合わせ先　岩木夏まつり実行委員会事務局（岩
木山商工会内、☎82・3325）

第33回いわき夏まつり

王道プロレス
チャリティー弘前大会
　往年の人気レスラーや県内出身レス
ラーらが参戦します。
▽とき　８月４日（木）、午後６時半～
（午後５時半開場）
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁目）
▽参戦選手　曙（第 64代横綱）、仮面貴族ミル・マ
スカラス、船木誠勝、ケンドー・カシン、藤原喜明ほ
か
▽入場料　特別席＝１万 5,000 円／ＳＳ席１万円／
Ｓ席＝ 7,000 円／Ａ席＝ 4,000 円／Ｂ席＝ 2,000
円／２階Ａ席＝2,000円／２階Ｂ席＝1,000円
※小学生以下は無料。
▽チケット販売所　さくら野弘前店、セブンイレブン・
サークルＫサンクス・ローソン・ミニストップ各店
■問い合わせ先　弘前「プロレスのチカラ」実行委員
会（三上さん、☎携帯090・9532・8001）

　大阪府知事・大阪市長を歴任
し、2015年 12月任期満了によ
り政界から引退した、橋下徹さ
んを招いた講演会です。次世代
の街づくりに必要なことをお話
しいただきます。
▽とき　11 月 19 日（土）、午
後1時半開演（午後1時開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▽入場料（全席指定）　一般＝2,500円／学生（大学
生以下）＝1,500円
▽入場券取扱所　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、ＥＬＭショッピ
ングセンター
※7月 23日発売開始。
■問い合わせ先　市民会館（☎ 32・3374、第 3月
曜日を除く午前9時～午後5時）

『元気な弘前づくり～未来の為に今できること～』　

弘前市民未来創造講演会
橋下徹 IN 弘前

弘前初上陸！


