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楽天イーグルス応援レクチャーと
パブリックビューイング

　開館前のプレイベントとして、物語音楽家の
CINEMA dub MONKS、照明作家の渡辺敬之、現
代美術作家の小金沢健人による即興アートパフォーマ
ンスを行います。煉瓦倉庫内の黒い壁に囲まれた空間
の中で、照明が作り出す光と闇、美術作家による映像、
ウッドベースやフルートなどで奏でられる音楽は、一
本の映画を見ているように感じられます。
【ワークショップ】
　白い布を用いた舞台装飾を、布を裂いたり、巻い
たりしながら参加者と出演者が一緒に作り上げます。
アートの楽しさに触れてみませんか。
▽とき　８月20日（土）、午後２時～３時半ころ
▽定員　20人
※事前の申し込みが必要。

【公演】
▽とき　８月 21日（日）、午後２時～４時ころ（開
場は午後１時半）
【煉瓦倉庫見学会】
　改修前の煉瓦倉庫が見られる貴重な機会です。
▽とき　８月21日（日）、①午後１時～、
②午後４時～（各回30分程度）
▽定員　各回25人
※事前の申し込みが必要。
～共通事項～
▽ところ　吉野町煉瓦倉庫
▽参加料　無料
■問い合わせ・申込先　harappa（☎ 31・
0195、Ｅメール post@harappa-h.org）

弘前公演
＆ワークショップ

吉野町煉瓦（れんが）倉庫は、美術館を核とした文化
交流拠点として、2020年の開館を目指し、生まれ変
わります。

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.８.１５ 1

Photo:Ryo Mitamura

今年も開催 !!

９月10 日（土）
午後１時～

　プロ野球一軍戦誘致の機運を盛り上げるために開催します。楽天イーグルスファンはもちろん、野球
に興味を持ち始めてる人など、たくさんの参加をお待ちしています。
▽ところ　土手町コミュニティパーク１階多目的ホール
▽対戦カード　「楽天イーグルス」対「日本ハムファイターズ」
▽募集人数　100人程度（１グループ最大５人、市民および市内に通勤・通学している人とその家族）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　８月31日までに、申込用紙に必要事項を記入の上、持参かファクスまたはＥメール
で、弘前市プロ野球一軍戦誘致実行委員会事務局（市役所本館２階、文化スポーツ振興課内、ファクス
35・7956、Ｅメール bunspo@city.hirosaki.lg.jp）へ。
※申込用紙は文化スポーツ振興課、市内体育施設等の公共施設に備え付けているほか、市ホームページ
からダウンロードできます。応募多数の場合は抽選で決定し、結果は９月７日ころ当選者のみにお知ら
せします。
▽その他　飲食物の持ち込みは自由です。
■問い合わせ先　弘前市プロ野球一軍戦誘致実行委員会事務局（☎40・7115）

 

光と音のサーカス
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市政情報
Town Information

　都市住民の移住・定住を促し、地域の活性化を図る
ため、相馬地区で活動する地域おこし協力隊員を募集
します。
▽要件
①当市以外の都市地域に居住している人（弘前市出身
の人を含む）で、当市（相馬地区）に住民票を異動し
居住できる人
※都市地域の範囲については問い合わせを。
②平成 29年１月１日現在で、満 20歳以上 50歳未
満の人（昭和 42年１月２日から平成９年１月１日ま
での間に生まれた人）
③普通自動車の運転、パソコンの一般操作ができる人
で、相馬地区の活性化に意欲があり積極的に活動でき
る人
▽活動内容　地域女性グループと連携した農産物加工
品の開発、地域女性の活躍の場の創出、地域の教育・
スポーツ振興など
▽募集人員　２人
▽活動期間　採用の日（平成29年１月ころ）から１
年間（最長３年まで継続）

地域おこし協力隊員を募集一緒に地域を
盛り上げませんか

▽報酬　市非常勤
職員として月額
16万６,000円
▽申し込み方法　
応募用紙に必要事
項を記入し、10
月 31 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）。
※応募用紙は、ひろさき未来戦略研究センターで配布
しているほか、市ホームページからダウンロードでき
ます。
▽選考方法　第１次選考（書類審査および面接）＝
11月上旬に東京都内で実施（予定）／第２次選考（第
１次選考合格者のみ）＝12月上旬に弘前市で実施
■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、市役所３階、
窓口306、☎ 40・7121）

アメリカシロヒトリの駆除にご協力を

　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～７月ごろと
８月～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、市では町会を対象とした噴霧機

の貸し出しを行っています。また、弘前市町会連合会
（市役所新館６階）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
専門業者にご相談ください。
※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。

スズメバチにご注意ください

　スズメバチは、刺されると死亡
事故にもつながる危険なハチで、
８月～９月にかけて活動が活発にな
ります。巣は球状でしま模様があり、
出入り口が１カ所しかないのが特徴で
す。発見した場合は近寄らないようにし
ましょう。
　もし刺された場合は、傷口をきれいな水でよく洗い、
できるだけ早く病院で治療を受けましょう。
　個人の建物や敷地内に作られた巣の駆除は、市では
行っていませんので、造園・害虫駆除業者、便利業者
などにご相談ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（町田字筒井、
☎36・0677）

 やめよう！不法投棄
　ごみを人目につかない山林
や、空き地などに捨てる人がい
ます。不法投棄されたごみによ
り、自然環境や景観が悪くなる
だけでなく、元に戻すためには
多くの労力と費用を要します。
　また、家庭ごみ集積所におい

ても、市で収集しないごみを故意に捨てたり、事業活
動に伴って排出されるごみを捨てる行為は不法投棄に
あたる場合があります。
　不法投棄は犯罪です。絶対にやめてください。

自然環境を守り、良好な景観を維持していくために
野焼きはやめましょう
　家庭や事業所から出たごみを、ドラム缶に入れて焼
却したり、空き地や河川敷などで焼却したりする「野
焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で
禁止されています。
　野焼きは、悪臭や煙による近隣トラブルにつながる
ほか、ダイオキシン類などの有害物質を発生させるな
ど、健康への影響が心配されます。
　例外として、農業を営むためにやむを得ないものと
して行う焼却は法律上禁止されていませんが、周辺住
民などからの苦情が出ないように、煙やにおいには注
意を払ってください。

　重い罰則が科せられます！
　不法投棄や野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、５年以下の懲役もしくは1,000万
円以下の罰金（法人は３億円）または併科の重い罰則が設けられています。

■問い合わせ先　環境管理課（☎35・1130、32・1952）

【初級一般行政、初級建設（土木・建築）、上級一般行
政（追加）、上級建設（土木・建築・機械）（追加）】
▽採用予定　初級一般行政＝５人／初級建設（土木）
＝１人／初級建設（建築）＝１人／上級一般行政、上
級建設（土木）＝若干名／上級建設（建築）＝２人／
上級建設（機械）＝１人
▽第一次試験　９月 25日（日）、弘前工業高校（馬
屋町）

▽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、９月５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）。
※募集要項は、市ホームページに掲載しています。
■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（初級・上級追加募集）あなたの力を
市民・市のために

小規模多機能型居宅介護事業者を募集９月 30日まで
受け付けします

　高齢者の人が要介護状態になっても、できる限り住
み慣れた地域で安心した生活を送ることができるよ
う、身近な地域で提供される小規模多機能型居宅介護
事業者を募集します。
▽募集内容　
○サービスの種類＝小規模多機能型居宅介護
○募集数＝１事業所（第一日常生活圏域に整備）
▽応募要件など
①法人格を持つ団体で、市内に本社または支店、営業
所などを有していること。
②平成 29年度中に整備が完了し、平成 30年度から
サービスの提供が見込めること。
※詳細については、応募要項をご覧ください。
▽応募期間　８月 15 日～９月 30 日（土・日曜日、

祝日を除く午前８時半～午後５時）
※申請書類などは、介護福祉課で配布するほか、市ホー
ムページからダウンロードできます。
▽選考方法　書類選考による一次審査、プレゼンテー
ションおよびヒアリングによる二次審査により事業者
を選考し、結果は応募者全員に書面で通知するほか、
選考された事業者は市ホームページで公表します。
▽その他　先着順ではありませんので、応募要項を確
認の上、申請書類に不備がないよう、受付期間内に申
請してください。
※詳しくは問い合わせを。
■問い合わせ・提出先　介護福祉課介護事業係
（〒036・8551、上白銀町１の１、市役所本館２階、
☎40・7099）

環境ニュース環境ニュース
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　中小企業者などが持つ独自の技術・製品および工芸
品の国内における販路拡大、新規需要開拓の促進を図
るため、見本市などへ出展する取り組みを支援します。
▽募集期間　随時（予算がなくなり次第終了）
▽対象事業　本年度中に、国内のうち、県外で開催さ
れる見本市などへの出展事業
▽対象　次のいずれかに該当するもの
①市内に主たる事業所を有する中小企業者または個人
事業主

②市内に主たる事業所を有する者を主な構成員とする
組合または任意団体
▽対象経費　旅費、出展料、小間装飾費、備品借上料、
印刷製本費、運送料、保険料
▽補助金額　30万円を限度（補助率２分の１）
※制度の概要および交付申請書は市ホームページから
ダウンロードできます。
■問い合わせ先　商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

 

伝統工芸品の
活用を支援

　伝統工芸品の活用促進を図るため、市内の飲食店や
宿泊施設などが購入する食器や装飾品に市の伝統工芸
品を活用する場合に、購入費の一部を補助します。
▽募集期間　随時（予算が無くなり次第終了）
▽対象事業　市内の店舗などで使用する伝統工芸品
（食器や装飾品）の購入事業
※交付決定日以降に購入したものに限る。
▽対象者　市内で飲食店・宿泊施設・理美容院・服飾
店・雑貨店・書店などを経営する法人または個人その
ほか市長が適当と認めるもの
▽対象経費　対象者が店舗などで使用する食器類や装
飾品の購入経費

※市内で製造または販売する事業者から購入するもの
で、購入経費が10万円以上のものに限る。
▽対象工芸品　①津軽塗／②津軽焼／③下川原焼土人
形／④あけび蔓（つる）細工／⑤こぎん刺し／⑥弘前
こけし・木地玩具／⑦津軽凧（だこ）／⑧錦石／⑨津
軽打刃物／⑩津軽竹籠／⑪津軽裂織（さきおり）／⑫
ブナコ／⑬津軽桐下駄／⑭太鼓
▽補助金額　10万円を限度（補助率２分の１）
※制度の概要および交付申請書は市ホームページから
ダウンロードできます。
■問い合わせ先　商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

伝統工芸品活用促進事業費補助金

　「子どもの笑顔を広げる弘前市民条例～いじめや虐
待のないまちづくりを目指して～」に基づき、弘前の
未来を担う子どもたちを市民みんなで見守り、いじめ
や虐待を防ぐための取り組みを進めています。
　市民が誰でも取り組むことができる運動として、「あ
いさつ運動、ことばをかけて見守る運動」を下記のと
おり実施しますので、ご協力をお願いします。
※詳細については、各中学校区に設置している小・中
学校、家庭、地域による連携組織から学校や町会等を
通してお知らせします。
■問い合わせ先　学校指導課（☎82・1644）

いじめゼロを目指して（ロゴマーク）

ヒロロに
開設します

　８月 23日より、仕事や生活の「悩み」や「不安」
について、専門の相談支援員が個別に支援を行う窓口
「ひろさき生活・仕事応援センター」を開設します。
相談は無料で、秘密は厳守します。
▽開設時間　平日の午前８時半～午後５時
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、ヒロロ３階）
▽支援の種類
○仕事…働きたいけど自分に合った仕事がない。人間
関係がうまくいかず仕事が続かない。
○生活…経済状況が厳しく生活が苦しい。頼れる身寄

りがない。
○家族…ひきこもりの子どもがいて将来が不安。親の
介護で仕事を辞めて将来が不安。
▽その他　開設に合わせ、弘前市社会福祉協議会（宮
園２丁目）に設置している「自立支援相談窓口」も同
所に移転します（8月 22日までは社会福祉協議会で
受け付け）。
■問い合わせ先　弘前市就労自立支援室（☎ 36・
3776）／弘前市社会福祉協議会（☎ 33・1161<
平日の午前８時半～午後５時>）

ひろさき生活・仕事応援センター開設

「たか丸賞」景品発表第１弾！

　今回は掃除機やオーブンレンジが当たります。健康
になって素敵な景品が当たるチャンスですので、ぜひ
ご応募ください。
※ほかにもたくさんの景品を用意しています。発表を
お楽しみに。

健幸ひろさきマイレージ制度とは？

　「がん検診の受診」「健康診査の受診」「健康に関す
る教室やイベントへの参加」「個人目標への取り組み」
の４つの項目からポイントを獲得し、応募することで
景品がもらえます。
★応募条件　市内に住所を有し、ポイント獲得期間内
にがん検診を受診した人
※年齢は問いません。
★ポイント獲得期間　４月１日～平成29年１月31日
★応募期限　平成29年１月 31日（消印有効）
※詳しくは問い合わせください。
■問い合わせ先　健康づくり推進課（弘前市保健セン
ター内、☎37・3750）

　市民の皆さんと行政が協働でこれからのまちづくり
を考えていく懇談会形式の会議です。高校生以上の幅
広い年代の参加者を募集しています。第２回・第３回
からの参加も歓迎します。
【第２回】
▽とき　８月27日（土）、午後１時半～３時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）大会議室
【第３回】
▽とき　10月８日（土）、午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健康ホール

▽内容　市職員が市の取り組みを説明した後、参加者
と意見交換をします。
▽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・職業〈学校名〉、年齢〈学年〉、電話番号を
記入）で申し込みを。
■問い合わせ・申込先　ひろさき未来戦略研究セン
ター（☎ 40・7021、ファクス 35・7956、Ｅメー
ル hif@city.hirosaki.lg.jp）

Ｍｙひろさき創生市民会議の参加者を募集みんなでまちづく
りをしませんか

見本市などへの
出展事業を支援 ひろさきブランド販路開拓支援補助金 あいさつ運動、ことばをかけて見守る運動

強 化 期 間
８月24日～29日

市内一斉取組日
８月25日（木）

「あいさつ運動、ことばをかけて見守る運動」の効果

☆地域に「自分を知っていてくれる人」「自分が知ってい
る人」がいることで、子どもたちに「地域に見守られてい
るという安心感」が生まれます。
☆子どもたちの行動に気を配ることにより、いじめや虐待の
早期発見・早期対応が可能となります。地域に住む人だけで
はなく、地域に勤めている人も、いじめや虐待をなくすため
に、温かなまなざしを向け、思いやりをもって言葉を掛けま
しょう。
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　農業や農業に関する職業に就職を目指している学生
や社会人に対して、農業や農村に対する理解をより深
めてもらうために、「ひろさき農業インターンシップ」
を実施しています。
　農家からの直接指導により学ぶことができるチャン

スですので、ぜひご応募ください。詳しくは市ホーム
ページをご覧になるか、お問い合わせください。
■問い合わせ・申請先　農業政策課（☎ 40・7102、
ホームページ http://www.city.hirosaki.aomori.
jp/sangyo/nogyo/2016-0704-1522-36.html）

ひろさき農業インターンシップ研修生募集農業を学び、就職
に役立てませんか

 健幸ひろさきマイレージ制度

たか丸賞の景品
が決まったよ！
抽 選 で 何 が 当
たるか楽しみだ
ね！
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時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　手作りコーナー／読み聞か
せ／パネルシアター／運動×リズム
あそびなど
▽対象　児童と保護者、市内保育関
係者
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市保育研究会研修委員会（真
土保育園内、鈴木さん、☎ 82・
5468）

津軽の名人・達人
ふれあいまつり
　生涯学習の指導者や地域の伝統文
化・技術などの技能者である「津軽
の名人・達人」が技能発表、作品の
展示・実演を披露します。
▽とき　８月 27 日・28 日の午前
10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース　
▽内容　ヨーガ体験、こぎん刺し体
験、折り紙製作体験、昔っこ語り、
マジック笑（ショー）ほか
■問津軽広域連合（☎31・1201）

藤田記念庭園８月のイベント

○青柳省吾チョキチョキシネマ切り
絵展
▽とき　８月 27日（土）までの午
前９時～午後５時（15 日・27 日
は午後８時半まで）
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
和館
▽入園料　大人＝ 310 円、子供＝
100円
○切り絵展ワークショップ
▽とき　８月 27 日（土）、午後５
時半～８時半
▽ところ　洋館会議室
▽内容　青柳省吾さんによる切り絵
体験会
▽参加料　500円～ 1,500 円（体
験する切り絵により、料金が異なり
ます。入園料は無料）
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

哲学音楽カフェ

　実際に演奏を聴き、お茶を飲みな
がらテーマを設けて語り合う新しい
コミュニケーションの場です。
▽とき　８月 28 日（日）、午後２

第２回藤代地区夏まつり

▽とき　８月27日（土）
　　　　午後２時～８時半
※雨天の場合は翌日に順延。
▽ところ　キャノンプレシジョン石
渡工場跡地（石渡３丁目）
▽内容　子どもねぷた運行、よさこ
い、佐々木真央ライブ、カラオケ、
はしご車・地震体験車の試乗会、露
店、野菜・果物販売など。
■問藤代地区活性化協議会（大瀬さん、
☎33・7500）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

ほいくプラザ

  普段から認可保育所や認定こども
園で行われている保育（あそび～ま
なび）を基本に６つのコーナーなど
を用意し、親子で一緒に楽しめる催
しです。たか丸くんも遊びに来ます
ので、ぜひおいでください。
▽とき　８月21日（日）、午前10

時～（開場は午後１時半）
▽ところ　スペースデネガ（上瓦ケ町）
▽演奏曲　「ヴァイオリンとピアノ
のためのソナタ」ほか
▽参加料　500 円（茶・菓子代と
して）
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学大学院地域社会研究科
（高橋さん、☎携帯 080・1674・
8911）

弥生いこいの広場の催し

【工作教室】
▽とき　９月４日（日）
　　　　午前10時～
※材料がなくなり次第終了。
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽内容　動物の切り絵
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

ヒロロスクエアのイベント

　ヒロロスクエア（駅前町）で開催
します。
【子供の防災とサバイバルクッキン
グ～一人でできるもん～】
▽とき　９月10日（土）
　　　　午前10時～午後１時
▽ところ　３階健康ホール
▽内容　女性消防団による防災寸
劇、「おかず入りパンケーキ＆ポト
フ」を作ろう！ほか
▽対象　小学生＝20人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　汚れてもよい服装
【ヒロロパーティー～秋のダンス
ショータイム編～】
　初めて人前でダンスを踊る小さな
子どもから大人まで、世代を超えた
ダンス発表の場です。
▽とき　９月11日（日）
　　　　午後３時～６時
▽ところ　４階市民文化交流館ホール
▽観覧料　1,000円
【せのおしょうごさんと作ろう！】
　たか丸くんの生みの親せのおしょ

うごさん（デザインアクト取締役・
アートディレクター）を講師に迎え、
作る楽しさを体験できる講座を開催
します。
▽とき　９月 19 日（月・祝）、①
午前 10時半～正午／②午後２時～
４時
▽ところ　３階イベントスペース
▽内容　①「面白い」をつくってみ
よう／②人生をデザインしてみよう
▽対象　①小学校４年生～６年生＝
50人／②中学生以上＝50人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員会
事務局（市民文化交流館内、☎ 35・
0154〈午前８時半～午後９時〉）

青森県産業技術センター
参観デー
　９月７日・８日の午前９時～午後
４時（８日は午後３時まで）に、参
観デーを開催します。
【農林総合研究所参観デー】
▽ところ　農林総合研究所（黒石市
田中）
▽内容　農作物の試食・販売、肥料・
農薬相談、農業資材展示、ドローン
飛行実演・操縦体験など
■問農林総合研究所水稲品種開発部
（前田さん、☎52・4346）
【りんご研究所参観デー】
▽ところ　りんご研究所（黒石市牡
丹平）
▽内容　りんごに関する研究成果の
資料展示、試験ほ場の公開、相談コー
ナー、講演会、試食販売など
※講演会は７日の午前 10時～ 11
時半、試食販売は 7日の午後１時
～ 2 時と 8 日の午前 10 時～ 11
時（なくなり次第終了）。７日はミ
スりんごが来ます。
■問りんご研究所（☎52・2331）

「女（ひと）と男（ひと）を
つなぐ～社会を変えるエン
パワーメント塾」

　女性と男性が生きやすい社会を作
るためにはどうすればよいのかを楽
しく学びます。

▽とき　９月 10日、午後１時～４
時／11日、午前 10時～午後３時
※全９回開講予定（来年５月まで）。
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）、ヒロロ（駅前町）
▽テーマ　第１回＝開校式＆これか
らの男女共同参画＆ワークショップ
※全体のスケジュールなどはホーム
ペ ー ジ（http://www.geocities.
jp/qyxgf017/）をご覧ください。
▽定員　20人（全９回に参加でき
る人、先着順）
▽受講料　2,000円（全９回受講分）
※事前の申し込みが必要。
■問青森県男女共同参画研究所（田
中 さ ん、 ☎ 携 帯 090・2606・
7018、■Ｆ 33・3476）

「りんごの１年物語」最終章

　りんごの花摘みから収穫まで一連
の農作業を体験してもらう企画の最
終章「りんごもぎ」です。参加者に
はりんごをプレゼントします。
▽とき　９月 11 日（日）、午前９
時～11時（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山ろ
く（鼻和）
▽参加料　無料
▽持ち物　雨具、軍手、作業しやす
い服装
■問９月 10日までに、フルーツ合衆
国（岩木山観光協会内、福澤さん、
☎兼■Ｆ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。

あなたの街の整骨院・接骨院

▽とき　９月11日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース　　　　
▽内容　整骨院の先生と一緒に行う
ラクラク健康体操、痛みや体の相談、
簡単な検査とアドバイス、テーピン
グ指導
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問河西整骨院（村谷さん、☎ 36・
3474＜平日の午前9時～正午＞）

 イベント

▽申し込み方法　８月 18日から、電話か、ひろさき街歩きホームページ（http://machi-aruki.
sakura.ne.jp/）から申し込みを。

 津軽の手しごと「こぎん刺し」体験と
レトロ洋館散歩
　人気のこぎん刺し体験と明治・大正時代に建てられた
教会や洋館を巡ります。
▽とき　９月１日～30日、午後１時半～４時
▽コース　まちなか情報センター（集合）→土手町周辺
→一番町周辺→弘前教会→カトリック弘前教会→しまや
（こぎん刺し体験）
▽ガイド　弘前路地裏探偵団チーム
アパ・テ・ドラ
▽参加料　2,500円
▽定員　各回10人

6

 

ご一緒に、
津軽のふだんを
ふかぐ、あさぐ。

津軽まちあるき 　住み慣れた弘前の街。たまにはゆっくり深く歩く「まちあるき」をし
てみませんか。今年の 9月はまちあるき月間。中南津軽地域の至るとこ
ろで「まちあるき」が行われます。今回は、中でも、市内で 9月に行わ
れる2つのコースを紹介します。
■問津軽まちあるき観光推進実行委員会（弘前観光コンベンション協会内）
（☎35・3131）

「まちの記憶」歩くヒストリーピン
～弘前城下のグランドデザインを探る～
　古地図や古写真を片手に現代の街並みに残る「歴
史の痕跡」を探索します。
▽とき　９月３日（土）、午前９時半～正午
▽コース　市立観光館（集合）→新寺町周辺→禅林
街周辺→新町坂→藤田記念庭園（解散）
▽ガイド　弘前路地裏探偵団
▽参加料　1,500円
▽定員　15人（先着順）
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に、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、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）

第３回弘前城 Q&R
（クイズアンドラン）
～津軽隠密忍法帖～
　チームで、弘前に関するクイズや
ミッションをこなしながら、鬼から
逃げるオリエンテーリング形式の競
技です。今年は小学生版もあります。
▽とき　９月 25 日（日）、小学生
の部＝午前 10時～（受け付けは午
前９時～）／一般の部＝午後１時～
（受け付けは正午～）
▽ところ　弘前公園（集合…小学生
の部＝レクリエーション広場／一般
の部＝本丸）
▽対象　小学生の部＝小学校１年生
～６年生（１チーム１人以上の保護
者同伴が必要）／一般の部＝ 18歳
以上
▽定員　小学生の部＝ 30チーム／
一般の部＝40チーム
※いずれも１チーム３人で、先着順。
▽参加料　小学生の部＝１チーム
1,500 円／一般の部＝ 1 チーム
3,000円（当日徴収）
▽申し込み方法　ホームページ
（http://www.hirosaki-qandr.
com/）から申し込みを。
▽その他　当日のボランティアス
タッフも募集しています。詳しくは
ホームページをご覧ください。
■問弘前城Q&R実行委員会（渡邊さ
ん、☎携帯090・6784・7319）
※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。

泉野フリーマーケット
出店者募集
　日用品や雑貨、衣類などの不用品
販売です。当日は、「泉野まつり」
も同時開催します。
▽とき　９月25日（日）
　　　　午前９時～午後３時
※雨天の場合は 10月２日（日）に
順延。
▽ところ　泉野多目的コミュニティ

施設（泉野３丁目）駐車場
▽出店資格　18歳以上（高校生を除
く）で、販売商品に責任が持てる人
※シート・テーブル・テントなどは、
出店者で準備を。食料品、化粧品、
医事品、海賊品、コピー品、生き物
などは販売できません。
▽定員　30組（先着順）
▽出店料　1,000円（１組１コマ）
▽申し込み方法　９月 10日の午後
５時までに、電話かＥメールまたは
直接来館の上、申し込みを。
■問泉野多目的コミュニティ施設（☎
兼 ■Ｆ 88・2789、 ■Ｅ izumino@
jomon.ne.jp）

ひろさき「ワーク・ライフ・
バランス」フォーラム
　会社も上司も部下もハッピーにな
るイクボスの秘訣（ひけつ）をお伝
えします。
▽とき　９月26日（月）
　　　　午後２時～４時40分
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　基調講演「イクボスのすす
め～経営戦略としてのワーク・ライ
フ・バランス～」…講師・川島高之
さん（「コヂカラ・ニッポン」代表）
／トークセッション「イクボス度
チェック！」
▽申し込み方法　電話かファクスで
子育て支援課まで。
※申込用紙は子育て支援課、各支所
等に備え付けているほか、市ホーム
ページからダウンロードできます。
■問子育て支援課子育て戦略担当（☎
40・7038、■Ｆ 39・7003）

二十歳の祭典

▽と き　平成 29
年１月８日（日）、
午前11時から
▽ところ　市民会
館（下白銀町）
▽内容　式典、実
行委員会による成
人祭
▽対象　平成８年４月２日～平成９
年４月１日に生まれた人（市内に住
所のある対象者には、12月上旬に、
案内はがきを郵送します）
※市ホームページに昨年の様子を掲

弘前大学白菊創立 50 周年
記念講演

「献体」という言葉を知ってますか？
～最後の贈り物～
▽とき　９月15日（木）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前大学医学部（在府町）
基礎大講堂
▽内容　「弘前大学白菊会のあゆみ」
…講師・河西達夫さん（弘前大学名
誉教授）／「死後に生きるもの」…
講師・大谷修さん（篤志解剖全国連
合会元会長）
▽対象　市民・医療関係者
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学医学部医学研究科総務グ
ループ（山中さん、☎39・5202）

星空観察会 in プラネ＆天文台

【TSU･KI･MI・RE･BA（ツ・キ・ミ・
レ・バ）～千々にものこそ哀しけれ～】
▽とき　９月17日（土）
　　　　午後６時～９時
※午後５時半から弘前文化センター
（下白銀町）３階プラネタリウム展
示ホールで受け付けし、プラネタリ
ウム観覧後、バスで星と森のロマン
トピア天文台（水木在家字桜井）に移
動。弘前文化センターに帰館後解散。
▽内容　プラネタリウムで、月をは
じめ秋の星座の特徴を覚えてから、
街明かりの少ない天文台「銀河」で
大型望遠鏡や双眼鏡を使って天体観
察をします。
▽観察天体　月、夏の大三角、秋の
四辺形、はくちょう座、ペガサス座、
土星、火星など
▽講師　鶴見弥生さん（みちのく天
文同好会）
▽対象　市民＝50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　500円（バス代として、
当日徴収）
▽その他　食事の時間を設けますの
で軽食の用意を／天文台では雨天時
のプログラムも用意しています／プ
ラネタリウムまたは天文台いずれか
のみの参加はできません／夜は冷え
込みますので、防寒具の持参を
▽申し込み方法　９月 14 日まで
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載していますのでご覧ください。
■問生涯学習課（岩木庁舎内、☎
82・1641）

あおもりアビリンピック2016

【第 14 回青森県障害者技能競技大
会】
　障がい者の職業能力向上と、障が
い者に対する社会の理解と認識を深
め、雇用の促進を図ることを目的に
開催します。
▽とき　10月２日（日）
　　　　午前９時半～午後３時半
▽ところ　高齢・障害・求職者雇用
支援機構青森支部（青森市中央３丁
目）およびホテル青森（青森市堤町
１丁目）
▽競技種目・定員　オフィスアシス
タント＝ 10 人／パソコンデータ
入力（知的障がい）＝ ５人／日本
語ワープロA＝10人／日本語ワー
プロB（知的障がい）＝ 10人／表
計算＝ 10 人／ＤＴＰ＝ 10 人／
ビルクリーニング＝ 10 人／喫茶
サービス＝ 10 人
※定員を超えた場合は、出場または
表彰回数の少ない人を優先します。
▽参加料　無料
▽参加資格　①平成 28年４月１日
現在で 15歳以上であること／②身
体障がい者は身体障害者手帳を所
持、または指定医・産業医の診断書を
提示できること。知的障がい者は愛
護手帳（療育手帳）を所持、または知
的障害者判定機関で判定されている
こと。精神障がい者は精神障害者保
健福祉手帳を所持していることなど
※詳細は問い合わせを。
■問８月 31日までに、高齢・障害・
求職者雇用支援機構青森支部高齢・
障害者業務課（☎青森017・721・
2125、■Ｆ 017・721・2127）へ。

産後ママ＆ベビー
おんぶ de エクササイズ
▽とき　８月 25 日（木）、午後２
時15分～３時 15分
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁目）
▽対象　生後６か月～２歳の乳幼児
と母親＝10組
▽参加料　1,944円
▽持ち物　タオル、飲み物（母子）、
幼児のお世話道具、抱っこひも、運
動しやすい服装（スカート不可）
※事前の申し込みが必要。
■問ウイング弘前（☎38・8131）

テニス教室

【初心者硬式テニス教室】
▽とき　９月２日～ 10月 28日の
毎週金曜日、午後７時半～９時
▽内容　硬式テニスの基本（スト
ロークなど）
▽対象　大学生以上の市民＝ 10人
程度
【ソフトテニス教室（女性限定）】
▽とき　９月５日～ 10月 31日の
毎週月・水曜日、午後１時～３時
▽内容　月曜日…初心者／水曜日…
中・上級者
▽対象　大学生以上の市民＝ 10人
（先着順）
～共通事項～
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
庭球場
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料を含む）
▽持ち物　運動靴、汗ふきタオル、
飲み物
※事前の申し込みが必要。ラケット

は貸し出します。
■問リベロ津軽スポーツクラブ事務局
（☎55・5143）

必見！体験 !! 大発見 !!!
体にいいコト体験教室
▽とき　①９月１日・８日の午後
７時～７時 45 分／②９月 14 日・
21 日の午前９時半～ 10 時 15 分
／③９月 30 日、10 月７日の午前
９時半～10時 15分
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室
▽内容　①エアロビクス、②シナプ
ソロジー、③ひめトレ
▽対象　市民
▽定員　①＝ 10 人、②③＝各 15
人（いずれも先着順）
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料を含む）
■問各開催日の前日までに、温水プー
ル石川（☎49・7081）へ。

水泳教室（クロール）

▽とき　９月５日～ 26 日の毎週
月・水曜日（19 日は除く）、午前
10時～ 11時
▽ところ　温水プール石川
▽内容　クロール呼吸練習
▽対象　25ｍ泳げない人＝15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、８月 28 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）

 

　津軽三味線 300人の大合奏をメーンとした迫力と
感動を体験できるイベントです。本場のだいご味を心
ゆくまでお楽しみください。
▽とき　９月 24日（土）、昼の部＝午後２時～／夜
の部＝午後５時半～（開場は開演30分前）

 教室・講座
 

▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽入場料（全席指定） 　昼・夜の部ともにＳ席＝
3,000円、Ａ席＝2,000 円
▽チケット販売所　JR東日本びゅうプラザ、ヒロロ、
イトーヨーカドー弘前店、さくら野百貨店弘前店、弘
前中三、市立観光館、まちなか情報センター、市民会
館、弘前商工会議所
■問 The 津軽三味線実行委員会（弘前商工会議所内、
☎33・4111）

The 津軽三味線 2016
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弘前医療福祉大学公開講座
▽とき　９月 10 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（小比
内３丁目）短期大学部棟
▽内容　「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」…講師・牛田泰正さん（食
育福祉専攻教授）
▽受講料　無料
■問電話かファクスで、弘前医療福祉
大学短期大学部公開講座委員（☎
27・1001、■Ｆ 27・1023）へ。

青森県高次脳機能障害者
リハビリテーション講習会
▽とき　９月 10 日（土）、午後２
時～４時半（受け付けは午後１時～）
▽ところ　アピオあおもり２階イベ
ントホール（青森市中央３丁目）
▽対象　高次脳機能障害を抱える当
事者とその家族、市民＝200人
▽内容　講演「エピソードで理解す
る高次脳機能障害」…講師・後藤祐
之さん（旭川荘高次脳機能障害支援
室長）
▽参加料　無料
▽申込方法　８月 26日までに、電
話かファクスまたはＥメールで申し
込みを。
■問青森県高次脳機能障害者リハビリ
テーション講習会実行委員会事務局
（弘前脳卒中・リハビリテーション
センター内、立林さん、福井さん、
☎ 28・8220、■Ｆ 27・9013、■Ｅ 
info ＠ reimeikyou.jp）

第２回博物館歴史講座

　16世紀末から 17 世紀初めの津
軽をヨーロッパ人がどのように見て
いたのかを分かりやすく解説しま
す。
▽とき　９月11日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「ヨーロッパ人の見た為
信・信建・信枚そして津軽」
▽講師　長谷川成一さん（弘前大学
名誉教授）

▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み　８月 31日の午前８時
半から電話で受け付け。
■問市立博物館（☎ 35・0700、午
前８時半～午後５時）

文化グループ公開講座

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
ループ「ひろさきユニバーサルコー
ラス」の一般向けの講習会を開催し
ます。未経験者も歓迎します。
▽とき　９月11日（日）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター２階大
会議室
▽内容　「落葉松」のコーラス
▽指導者　講師…川村昇一郎さん
（弘前市合唱連盟会長）／ピアノ伴
奏…福井寿吏さん
▽定員　100人
▽受講料　無料（楽譜は用意します）
■問９月８日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

かっこいい大人養成講座３

【２時間で完成！ステンドグラス作
り入門講座】
　秋の夜長を楽しむキャンドルホル
ダーを制作します。
▽とき　９月11日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階工作実習室
▽講師　嶋津幸さん（ステンドグラ
ス工房ビドリエラス）
▽対象　市内に在住または勤務する
18歳～ 50歳＝ 20人（先着順）
▽参加料　1,500 円（材料代とし
て）
▽持ち物　軍手、エプロン、ぞうき
ん２枚
▽申し込み方法　９月４日までに、
電話かファクスまたはＥメール（住
所<町名まで>・氏名<ふりがな
>・年齢・性別を記入）で申し込み
ください。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

2016 東北コンピュータ
専門学校パソコン教室
▽とき　９月３日（土）、午前９時
半～正午（受け付けは午前９時～）
▽ところ　東北コンピュータ専門学
校
▽内容　知って役立つ差し込み印刷
～Word+Excel ～
▽対象　高校生以上でキーボードの
基本操作ができる人＝20人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　８月 16日～ 23
日に、ホームページ、Ｅメール、は
がき、電話またはファクス（住所・
氏名・電話番号を記入）で申し込み
を。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
８月 26日までに結果をはがきで通
知します。
■問 東北コンピュータ専門学校
（〒 036・8503、上瓦ケ町 12、
☎ 32・6154、■Ｆ 32・6155、■Ｈ
http://www.tcomp.ac.jp、 ■Ｅ
comp@tcomp.ac.jp）

布ぞうり作り教室

　家庭にある使い古しのタオルや手
ぬぐいを使って布ぞうりを作ってみ
ませんか。
▽とき　９月10日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　中学生以上＝20人
▽参加料　無料
▽持ち物　タオル４枚（使い古しの
もの、およそ 35㎝× 80㎝）、手ぬ
ぐい２枚（使い古しのもの）、昼食
※当日は作業しやすい服装でお越し
ください。過去２年間に同教室に参
加していない人を優先します。
■問８月 25 日から、弘前地区環境
整備センタープラザ棟（☎ 36・
3388、受付時間は午前９時～午後
４時、月曜日は休み）へ。
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市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル 2010 実践講座】
▽と き　９月 14 日・21 日・28
日の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した住所録や家計簿
の作成および関数の活用
※エクセル 2010 以外のバージョ
ンを使っている人は操作方法が異な
りますので、ご注意ください。
▽対象　エクセルの基本操作や表の
計算ができる市民＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、
昼食
※事前の申し込みが必要。
■問８月 28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。

ゆったり体力ＵＰ
ストレッチ体操教室

▽とき　９月 21日～ 11月９日の
毎週水曜日、午後１時半～２時半
▽ところ　金属町体育センター集会
室
▽内容　身体をほぐすストレッチ体
操や簡単な筋力トレーニング、自宅
でも簡単にできる脳トレーニング
▽対象　市民＝10人程度
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名

を記入し、９月６日（必着）まで
に金属町体育センター（〒 036・
8245、金属町 1の 9）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。家
族での参加は、はがき 1枚で応募
可。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

ベテランズセミナー

▽とき　９月15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　相続と生前贈与
▽講師　県金融広報アドバイザー
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問９月 12日までに、電話かファク
スまたはＥメールで、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

弘前大学大学院人文社会科学
研究科＜市民カレッジ＞
受講生募集

▽開講科目　青森教室…日本語概
論、多変量データ解析実践／弘前教
室…日本経済、地域雇用、量的調査
分析、日本社会、国際経済・経営、
日本語学、海外事情
▽募集人数　若干名
▽受講資格　４年制大学を卒業した
人
▽受講料　１科目（90分× 15回）
１万 1,500円
▽申し込み期限　青森教室開講科目
＝９月 16日／弘前教室開講科目＝
９月12日

※電話で申し込みください。折り返
し、受講申込書などをお送りします。
※授業内容などの詳細は、人文社会
科学研究科ホームページをご覧くだ
さい。
■問弘前大学人文社会科学部教務担
当（ ☎ 39・3941、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
j i n b u n /web / d a i g a k u i n /
sidenav/aomorisatellite.html）

東北女子大学公開講座

▽とき　９月24日（土）
　　　　午前10時半～午後１時半
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「おさかな食育クッキング
～旬の魚いただきます♪～」
▽対象　食育に関心のある親子また
は一般＝40人
▽受講料　１組500円
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選で決定。
■問 弘前丸魚（☎ 27・2345、■Ｈ
http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html）

特許、意匠、商標等の
無料相談会
　弁理士、弁護士による特許、意匠、
商標等の無料相談会を開催します。
▽とき　９月～ 12月の毎月第２・
３・４火曜日、午後１時～５時
▽ところ　弘前商工会議所（上鞘師
町）
※事前の予約が必要。
■問青森県発明協会（☎青森 017・
762・7351）

有 料 広 告 有 料 広 告

 その他
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ができます。

金銭トラブルは「少額訴訟」
でスピード解決！
　簡易裁判所の民事訴訟の中でも、
少額訴訟は、少額（60 万円以下）
の金銭トラブル（敷金の返還、ネッ
トオークションの代金請求など）を
迅速に解決することを目的とした特
別な手続きです。
▽少額訴訟のメリット
○判決までが早い
○手続きが簡単
○トラブルの内容や相手に応じた柔
軟な解決ができる
※詳しくは、裁判所ウェブサイ
ト（http://www.courts.go.jp/
saiban/qa_kansai/index.html）
をご覧ください。
■問弘前簡易裁判所訴訟係（☎ 32・
4357）

自動車事故被害者救済制度

　自動車事故で重度の後遺症が残っ
た人や、亡くなった人の家族を救済
するための制度です。
【介護料支給制度】
▽受給資格　自動車事故により、重
度の後遺障がいが残ったため、常時
または随時の介護を必要とする人
▽支給額　月額２万 9,290 円～
13万 6,880 円
※障がいの程度、介護に要する費用
に応じて支給。
【交通遺児等育成資金貸付制度（無
利子貸付）】
▽貸付金額　一時金 15 万 5,000
円、月々１万円または２万円
▽要件　市町村民税が非課税または
均等割のみ課税など
▽対象　０歳～中学３年生

▽返還方法　原則 20年以内の月々
均等払い（進学・病気等による猶予
制度あり）
■問自動車事故対策機構青森支所（☎
青森017・739・0551）

のびのび子ども相談

▽とき　８月30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８月 29日までに、弘前市保健セ
ンター（☎37・3750）へ。

弘大附属幼稚園の園児募集

▽資格　保護者と同居し、通園に要
する時間が片道１時間以内であるこ
と（青森市からの通園は浪岡地区の
み可）
※通園には、保護者などによる送迎
が必要です。
▽募集対象児　３歳児（平成 25年
４月２日～ 26年４月１日生まれ）
＝30人（男女不問）
※４歳児・５歳児については、問い
合わせを。
▽願書交付・受付　
○交付＝９月９日～ 23日の午前９
時10分～午後４時半
○受付＝９月 27日～ 10月６日の
午前９時 10分～午後４時半（９月
27日は午後２時半～）

詐欺は身近な犯罪です！
ご用心！
　市役所職員や警察官などになりす
ました不審電話が多発しています。
詐欺被害に遭わないように気を付け
ましょう。
○還付金詐欺…「市役所の○○です。
還付金があります。携帯電話を持っ
て、ＡＴＭに行き、手続きして下さ
い。」
○架空請求詐欺…「サイトの利用料
が未納です。」「このままだと、裁判
になります。」
○オレオレ詐欺…「お母さん、オレ
だよ。携帯電話の番号変えたんだ。」
「今すぐお金が必要なんだ。」
○金融商品取引名目の詐欺…「あな
ただけにしか買えません。」「名義を
貸してくれるだけでいい。」
　このような電話がかかってきた
ら、ひとりで判断せず、必ず家族や
友人、警察などに相談しましょう。
■問弘前警察署（☎ 32・0111）／
警察安全相談電話（#9110）

放送大学 10 月生募集

　放送大学は、テレビなどの放送や
インターネットを利用して授業を行
う通信制の大学で、心理学・福祉・
経済・歴史・文学など幅広い分野を
学べます。現在、平成 28年度第２
学期（10月入学）の学生を募集し
ています。
▽出願期限　９月20日（必着）
※募集要項は無料で配布します。
■問 放送大学青森学習センター
（〒 036・8561、文京町３、コラ
ボ弘大７階、☎38・0500）
※ホームページ（http://www.
ouj.ac.jp）からも資料請求・出願

※土・日曜日、祝日および 10月３
日を除く。
■問弘前大学教育学部附属幼稚園（学
園町、☎32・6815）

弘前～十和田シャトルバス
大学生割引・団体割引スタート
▽対象　大学生（短大・院生含む）
または10人以上で利用する団体
▽割引対象コースと料金
①弘前・十和田湖間の往復利用＝１
人3,000円（通常 5,000円）
②弘前・十和田市現代美術館間の往復
利用＝１人4,000円（通常6,500円）
▽運行日　11月までの土・日曜日
※現代美術館行きは９月 10 日・
11 日、10 月８日・９日・15 日・
16日
▽その他　利用７日前までの予約が
必要です
※運行日、コースなどの詳細につ
いては「津軽なび」ホームページ
（http://www.tsugarunavi.jp/
web/index.html）をご覧になる
か、問い合わせを。
■問弘南バス観光部（☎38・2255）

再就職支援セミナー

～書類選考を通過する
　　　　　　　　　応募書類作成～
　添え状や職務経歴書など、パソコ
ンで作る応募書類について学びます。
また、適職診断や就職活動に関する
個別相談も実施します。
▽とき　９月２日（金）
　　　　午後１時半～３時半
※個別相談は午後４時～５時。
▽ところ　キャリアスクールＩ・Ｍ・
Ｓ（土手町）
▽定員　20人
▽参加料　無料

※事前の申し込みが必要。
■問あおもり中高年就職支援センター
（キャリアスクールＩ・Ｍ・Ｓ、☎
32・5801、 ■Ｅ chuukounen@
ims-hirosaki.com）

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　９月７日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

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。からだのこ
となどで気になる人は相談を。
▽とき　９月 10 日・24 日の午後
１時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康広場相談室
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

税務署からのお知らせ

【個人事業者の消費税及び地方消費
税の中間申告と納付】
　個人事業者で、平成 27年分の確
定消費税額（地方消費税額を除く）
が 48万円を超える人は、消費税お
よび地方消費税の中間申告と納税が

必要です。
　中間申告の方法は、前年実績によ
る中間申告と仮決算に基づく中間申
告があります。納付と回数は確定消
費税額に応じて異なります。また、
前年の確定消費税額が 48万円以下
であっても、届け出をすれば、自主
的に中間申告と納付をすることがで
きます。
【「平成 28 年熊本地震」へ義援金
を支払ったとき】
　熊本地震による被害を受けた人を
支援するため、個人で支払った次の
①～③の義援金は、所得税を計算す
る際に寄附金控除の対象になるとと
もに、「ふるさと納税」に該当する
ため、個人住民税の寄附金税額控除
の対象になります。
①地方公共団体に対する義援金（国
が募集する義援金を含む）
②熊本県及び大分県下の災害対策本
部に対する義援金　
③募集団体を通じて被災地の地方公
共団体に支払われることが明らかな
義援金（募集団体にご確認ください）
　なお、会社などの法人が義援金を
支払った場合の税務上の取り扱い
や、これらの詳しいことは、国税庁
ホームページをご覧ください。
■問弘前税務署管理運営部門（☎
32・0331、自動音声案内２、■Ｈ
http://www.nta.go.jp/）

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,105人　   （－              91）
　 男　　  80,689人　   （－              36）
　 女　　  95,416人　   （－　55）             
・世帯数　 71,388世帯    （－            26）
平成 28年７月１日現在（推計）
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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。

内　科
9／4 小堀クリニック（中野２） ☎32・7146
11 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
18 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
25 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
9／4 代官町クリニック吉田眼

科（代官町）
☎38・4141

18 福島耳鼻咽喉科（百石町）☎32・5032

歯　科
9／4 川村歯科医院（野田１） ☎32・4073
11 野村歯科医院（西川岸町）☎32・8695
18 ほくおう・歯科医院（北

横町）
☎33・4618

19 大町歯科医院（大町３） ☎31・7275
22 城西歯科クリニック（五

十石町）
☎33・6680

25 さくらデンタルクリニッ
ク（城東北３）

☎26・1188

（☎ 32・1131、内線 278）

ねたきり高齢者等への
紙おむつ支援事業
　ねたきりの高齢者や障がい者を自
宅で介護している世帯に、紙おむつ
を支給します。
▽対象世帯　自宅で①～③のいずれ
かに該当するねたきりの人を介護し
ている、市民税非課税の世帯（生活
保護世帯は除く）
①満 65歳以上で要介護度４・５相
当のねたきりの人
②身体障害者手帳１級・２級の交付
を受けているねたきりの人
③療育（愛護）手帳Ａの交付を受け
ているねたきりの人
▽支給内容　フラットタイプ（200
枚）、テープタイプ（100 枚）、尿
とりパッド（240 枚）から１種類
を選択してもらい、４月・７月・
10月・１月の３カ月おきに自宅へ
配達します。
▽申請方法　申請者（家族）の印鑑
を持参し、介護福祉課（市役所本館
２階）で手続きを。
■問介護福祉課高齢福祉係（☎ 40・
7114）

男性の健診（国保40歳未満）

　国民健康保険に加入している 40
歳未満の男性は、無料で健康診査を
受診できます。受診者には、保健師・
栄養士が結果について分かりやすく
説明します。まだ受診していない人
はぜひ申し込みください。
▽とき　平成 29年３月 17日まで
※土・日曜日の健診日もあります。
▽ところ　弘前市医師会健診セン
ター（野田２丁目）
▽検査項目　診察、血圧測定、血液

検査、尿検査
▽対象　国民健康保険の加入者で、
18 歳以上 40 歳未満の男性（昭
和 52年４月１日から平成 10年３
月 31日までに生まれた人）。なお、
30代の人には個別に通知していま
す。
※希望日の 10日前までに電話で予
約してください。なお、予約の際に
は、受診希望日、氏名、生年月日、
電話番号、住所、保険証番号をお知
らせください。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

ヒロロでも仕事の相談が
できるんです！
　弘前就労支援センターでは、次の
就労支援サービスが受けられます。
ぜひご利用ください。
○求人票の閲覧
○職業相談・紹介
○生活相談
○適職診断・キャ
リアカウンセリン
グ（ジョブカフェコーナー・45歳
未満対象）
○各種セミナーの案内など
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、職業相談・紹介…☎
88・5541、生活相談…☎ 33・
5657、ジョブカフェコーナー…☎
32・8033）

個人事業税の納付

　課税対象者には納税通知書を送付
しますので、納期限までに納めてく
ださい。
▽対象　個人で事業を営む人のう
ち、前年の事業による収入から必要
経費、事業主控除（年 290 万円）
などを差し引いた後に、所得のある
人
▽納期　１期＝８月／２期＝11月
※ただし、税額が１万円以下の場合
の納期は、１期８月です。
▽納付方法　納税通知書を持参し、
最寄りのコンビニエンスストア、金
融機関で納付を。
※個人事業税の納付については、口
座振替が利用できます。詳しくは、
県庁ホームページ（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.
html）をご覧ください。
■問中南地域県民局県税部課税第一課

有 料 広 告 有 料 広 告
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と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
15日～ 20日 黒石よされ 日本三大流し踊りの一つで、約 2,000 人規模の流し踊りは必見。飛

び入り参加もできます
黒石よされ実行委員会事務局（☎
52・4316）

16日 大川原の火流し 精霊流しが起源とされる伝統の奇祭。火のついたアシガヤの舟を引き、
激流を下ります

黒石観光協会（☎52・3488）

17日 ふ る さ と 元 気 ま つ り
2016 

黒石ねぷた、よされなどの黒石の夏祭りを一堂に集結。フィナーレの
花火は圧巻です（雨天延期あり）

黒石青年会議所（☎ 52・3369）

17日 灯篭流し 平川親水公園で町民参加による供養灯篭（ろう）流しが行われます 大鰐町企画観光課（☎48・2111）
20日 第47回津軽花火大会 幻想的な灯篭流しのあと、約 5,000 発の花火が打ち上げられ、夏の

夜空を美しく彩ります。
藤崎町商工会（☎75・2370）

21日 ファッション甲子園 日本全国の学生が夢や希望を胸に弘前に集い、高校ファッション
NO.1 を競う大会です 

同実行委員会（☎33・4111）

21日 虹の湖ロックフェスティ
バル2016

特設ステージで開催される、熱い夏をさらに盛り上げる黒石発のロッ
クフェスティバル 

虹の湖 ROCK FESTIVAL 実行委員会 
（☎090・1065・2469）

９
月

10
月

８
月

14 日～ 16日 猿賀神社十五夜大祭（平
川市）

県下獅子踊大会、津軽民謡新人大会などのイベントが開催されます 猿賀神社（☎ 57・2061）

17日・18日 黒石こみせまつり 津軽三味線や津軽太鼓の演奏披露などで、こみせ通りを盛り上げます 同実行委員会（☎52・4316）
17日・18日 黒石じょんから軽トラ市 軽トラックの荷台で黒石の野菜・果物・加工品などを販売します 黒石観光協会（☎ 52・3488）
18日 カルチュアロード2016

（弘前市）
歩行者天国になった土手町通りで、多彩な催しや出店が盛りだくさん
です

カルチュアロード実行委員会事務局
（☎090・4314・1751）

24日・25日 ひろさきりんご収穫祭 りんご公園を会場に、弘前産りんごの収穫期を祝い、さまざまなPR
イベントを行います

弘前市りんご公園まつり事業実行委員
会事務局（☎40・7105）

だより “津軽”の話題満載

　西目屋村の秋の恒例イベントで、よさこいソーランや
カラオケ大会、丸太切り競争などイベントが盛りだくさ
んです。また、川原会場では、県下登山ばやし白神大会
も行われます。当日参加可能な催しもありますので、こ
の機会にぜひ、西目屋村においでください。
▽とき　９月18日（日）
▽ところ　アクアグリーンビレッジANMON（西目屋
村川原平）
■問い合わせ先　目屋観光協会（☎85・2800）

　今年で４回目となる野外クラフトフェアです。りんご
が実った秋の中央アップルモールを会場に、全国からプ
ロの作家が集い、作品の展示販売をします。板柳町の魅
力が詰まったりんごの里の“小径”を散策しながら、交
流を楽しんでみませんか。
　ホームページ（http://craftkomichi.wordpress.
com/）も随時更新中！　
▽とき　10月１日（土）、午前10時～午後４時／２日
（日）、午前９時～午後４時
▽ところ　中央アップルモール
（板柳町板柳、板柳町役場近く）
▽入場料　無料
■問い合わせ先　クラフト小
径実行委員会（☎携帯 090・
3405・4672）

津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分
判定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

第35回暗門祭 ４thクラフト小径（こみち）2016
西目屋村

2.1㎞の小径に作品がずらり

　板柳町

１日・２日 ひらかわフェスタ2016 地場産品の販売や児童・園児の食育活動の紹介等、地産地消と食育を推進 同実行委員会（☎ 44・1111）
２日 第 24回稲刈り体験ツアー 第1田んぼアート「真田丸より 石田三成と真田昌幸」の稲刈り体験

ができます
田舎館村役場企画観光課商工観光係
（☎58・2111）

７日～ 10日 津軽民謡短期大学 民謡を愛する多くの人たちに、伝統ある津軽民謡手踊りを教えます 黒石観光協会（☎ 52・3488）
９日 りんごの里板柳まるかじ

りウオーク2016
7、13、23ｋｍの３コース！りんごもぎとり体験もあります 板柳町生涯学習課（☎ 72・1800）

13日～ 11月
６日

中野もみじ山ライトアップ 紅葉の景勝地「中野もみじ山」の夜を、ムービングライトによるライ
トアップで彩ります 

黒石市商工観光課（☎ 52・2111<
内線 407>）

14日～ 16日 津軽の食と産業まつり
（弘前市）

津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。野外テン
ト村や催しも多数

同運営協議会事務局（☎33・4111）

15日・16日 全国伝統こけし工人フェ
スティバル（黒石市）

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

津軽こけし館（☎ 54・8181）

15日・16日 白神山地ビジターセンター
ふれあいデー（西目屋村）

大型映像で見る特別臨時上映や体験コーナー、グルメなどさまざまな
催しが行われます

白神山地ビジターセンター（☎ 85・
2811）

10月中旬 田舎館村の明るい未来を
築く婚活

稲刈り作業を体験しながら未来のパートナーと出会い、交流を深めま
しょう！

田舎館村役場企画観光課企画係（☎
58・2111）
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　公共交通の利用促進やお出掛けの利便性向上を図る
ため、中央弘前駅～ JR 弘前駅、千年駅～安原・泉野
地区の２路線で乗合タクシー（ジャンボタクシー）に
よる実証運行を実施します。大鰐線の乗車に限らず、
運行区域内での利用もできますので、通勤・通学・通
院のほか、買物などの際にぜひ乗車ください。
　運行時刻表は、市役所、市立病院、総合行政窓口（ヒ
ロロ３階）、泉野多目的コミュニティ施設、中央弘前駅、
千年駅、マックスバリュ安原店に備え付けているほか、
市ホームページからダウンロードできます。
※大鰐線との乗り継ぎ利用で運賃がお得になります。
詳しくは問い合わせを。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎ 35・
1102、35・1124）

○停留所イメージ図

松原東五丁目

泉野五丁目

上松原

ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ前

松原東四丁目

安原三丁目

泉野四丁目ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ安原店

泉野多目的
ｺﾐｭﾆﾃｨ施設

千年駅

○運行期間　8月 29 日～平成 29
年 3月 31日
○運行本数　1日 19便
※大鰐線の運行時間に合わせて運行
○乗車料　大人（中学生以上）＝
100 円、小学生＝ 50 円（未就学
児は無料）

有 料 広 告 有 料 広 告

■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。

○運行期間　8月 29 日～平成 29
年 3月 31日
○運行本数　1日 21便
※大鰐線の運行時間に合わせて運行
○乗車料　大人（中学生以上）＝
100 円、小学生＝ 50 円（未就学
児は無料）

お出掛けに便利な
公共交通ができました！

中央弘前駅

市立病院前

ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ前

弘前駅
吉野町緑地

中央病院

まちなか情報
センター

郵便局

みちのく銀行

鳴海病院
ヒロロ

イトーヨーカドー

往路

復路

乗降場所

往復停車

往路・復路いずれか停車

凡例

○○○

○○○

往路

復路

乗降場所

往復停車

往路・復路いずれか停車

凡例

○○○

○○○

大成小学校

松原小学校 早川内科肛門科

ローソン

サークルＫ
サンクス

千年駅～安原・泉野線

中央弘前駅～ JR弘前駅線


