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「R
り ん ご
INGO」2016開催！

　弘前デザインウィークでは、この秋
から来年１月までの期間をHIROSAKI 
DESIGN WEEK「RINGO」 として、
郷土愛を育（はぐく）むことを目的とし
たさまざまなプログラムを展開します。

　昨年まで開催されてきた「Cross.S（クロスエス）」
が築き上げてきた音楽祭と弘前デザインウィークがコ
ラボレーションし、これまでにない音楽祭を開催しま
す。弘前城天守が曳屋（ひきや）された本丸周辺を会
場に、メインアーティストに藤巻亮太さんを迎えるほ
か、弘前にゆかりのあるアーティストが出演します。
◆とき　10月 10日（月・祝）
　　　　午前11時～午後 8時（午前10時開場）
◆ところ　弘前公園本丸・北の郭（くるわ）
※北の郭では、弘前の新しい味を開発・発信する目的
で、「揚げ物」をテーマとしたフードエリアも展開し
ます。
◆出演アーティスト　藤巻亮太さん、七尾旅人さん、
弘前にゆかりのあるアーティストほか
◆観覧料　無料
（弘前公園本丸・
北の郭への入園
も無料）
※雨天時は内容
を変更して開催
する場合があり
ます（荒天中止）。

　虹色プロジェクトとは、アートやものづくりなどの
ワークショップにより、子どもたちの感性を磨き、創
造性を養うことで、生まれた場所への誇りを育む取り
組みです。
　人々の生活を豊かにするために役に立ってきた、弘
前の隠された宝物を再発見し、それを使った「人生の
宝物」を子どもたち一人ひとりが作ります。第1回は、
りんごの木とネジを使ったアート作品の制作です。
◆とき　第１回＝10月23日、第２回＝11月13日、
第３回＝12月 18日、第４回＝1月 8日
◆ところ　吉野町煉瓦倉庫
ほか
◆対象　小学校高学年～中
学生
◆参加料　無料
◆申し込み方法　各開催日
の１週間前までに、公式
ホームページから申し込み
ください。

～今しか見ることのできない最高のロケーションで、
一流アーティストが奏でる 1日限りの音楽の祭典～
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　HIROSAKI DESIGN 
WEEK「RINGO」では、
一緒に盛り上げてくれる応援サポーターを募集して
います。また、10月 8日～ 10日にはほかにもさ
まざまな催しを予定していますので、皆さんの参加
をお待ちしています！詳しくは公式ホームページを
ご覧ください。

応援サポーター
＆参加者大募集！

▲藤巻亮太さん

弘前音話祭 Cross.S

虹色プロジェクト
～子どもたちの感性を磨き、郷土愛を育む
プロジェクト～

弘前デザインウィーク公式ホームページ　 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/
■問い合わせ・申込先　広聴広報課（〒 036・8551、上白銀町１の１、☎ 40・0494、
ファクス 35・0080、Ｅメール kochokoho@city.hirosaki.lg.jp）
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あなたも
ゲートキーパーに
なりませんか？
　ゲートキーパーとは、悩んでいる人を“命を絶つ道”
へ向かわせないために、体調や行動の変化に気付いて、
身のまわりの悩みを聞き、必要な支援につなげ、見守
る人のことです。あなたも、悩んでいる人に勇気をもっ
て声を掛けてみませんか。
　国では、９月 10 日の世界自殺予防デーからの１週
間を「自殺予防週間」と定め、自殺予防の普及啓発活
動を強力に推進しています。
■問い合わせ先　弘前市保健センター（野田２丁目、
☎ 37・3750）

何か悩みがあるような様子や、変化に気付いたら、
声を掛け、話を聞くようにしましょう。
（元気がない・よく眠れていない・食欲がないなど）

気付き

様子がいつもと違う人がいたら、「こんにちは」
「ちゃんと眠れていますか？」「つらそうだけど、
どうしたの？」「何か悩んでることがあれば話して
みない？」「何か力になれることはない？」など声
を掛けてみましょう。

声かけ

本人の気持ちを尊重し、耳を傾けましょう。急い
で助言をする必要はなく、うなずくだけでいいの
で、「決して１人ではない」と分かってもらうこと
が大切です。話を聞いたら、「大変でしたね」「よ
くやってきましたね」と、ねぎらいの気持ちを言
葉にして伝えましょう。安易な励ましや相手を責
めること、考えを否定することは避けましょう。

傾聴

温かく寄り添いながらじっくりと見守ります。必
要があれば、相談に乗ることを伝えましょう。見守り

専門家や相談窓口と確実につながるように、できれ
ば相談者の了承を得た上で、連携先に直接連絡を取
り、場所や日時などを確認して相談者につないだり、
一緒に相談に出向くなどの支援をしましょう。

つなぎ

　厚生労働省の人口動態統計によると、平成 27 年の本県の自殺による死亡者数は 267 人で、
前年より３人減少（６年連続減少）しています。また、平成 27 年の当市の自殺者数は 23 人（前
年より 10 人減少。警察庁調べ）、６～７割が男性で、この傾向は５年以上続いています。

　家庭からの生活雑排水による川や海の水質汚濁を防
止し、快適な生活環境を維持するため、補助制度を設
け、合併処理浄化槽の普及・促進を図っています。ぜ
ひ補助制度を活用し、生活環境の維持にご協力くださ
い。
▽対象　公共下水道や農業集落排水などの整備計画が
ない区域で、一軒家の専用住宅（住宅部分が２分の１
以上の併用住宅および別荘などを含む）に合併処理浄
化槽を設置する人、または設置される住宅を購入する
人
▽対象となる合併処理浄化槽　処理対象人員が10人
以下で、国庫補助指針に適合するもの

▽補助限度額　
①５人槽…35万 2,000 円
②６・７人槽…44万 1,000 円
③８～ 10人槽…58万 8,000 円
※実際の設置費用か補助限度額のいずれか少ない額。
▽申し込み方法　環境管理課（町田字筒井）に備え付
けの申請書に必要事項を記入し、申し込みを。
▽その他　補助金には限りがありますので、申請者全
員に交付することができない場合があります。
※詳しい対象区域や補助金交付条件については、問い
合わせを。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎36・0677）

合併処理浄化槽整備補助金の活用を生活環境の保全
にご協力を

　秋の行楽シーズンになりました。この時期は行楽に
よる事故や、日没が早まる夕暮れ時の事故が多くなり
ます。歩行者・運転者の皆さんは、交通ルールの順守
と正しい交通マナーの実践に努めるとともに、特に子
どもと高齢者に対する思いやりと譲り合いの気持ちを
持ち、交通事故を起こさない、交通事故に遭わないよ
う注意しましょう。
　また、９月30日は交通事故死ゼロを目指す日です。

市民総ぐるみで交通事故の防止に努めましょう。
▽運動期間　９月21日～ 30日
▽運動の重点　子どもと高齢者の交通事故防止／夕暮
れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止／
後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底／飲酒運転の根絶
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102）

秋の全国交通安全運動が始まります交通事故に
ご注意を

　平成 25年度税制改正により、10月１日から「公
的年金等からの特別徴収」制度の一部を見直します。
※公的年金等からの特別徴収とは、４月１日現在、
65歳以上で前年中の公的年金等に対し市民税県民税
が課税となる人の公的年金等から市民税県民税を天引
きする制度です。

○仮特別徴収税額の計算方法が変わります
　４・６・８月分で特別徴収される税額は仮特別徴収
税額（以下、「仮徴収額」とします。）といい、これま
で前年度２月分の税額と同じ金額で特別徴収されてい
ましたが、平成29年度からは「前年度特別徴収税額
の２分の１÷３」となります（右図）。

○転出しても特別徴収が継続されます
　年度の途中に転出した場合、これまでは特別徴収を
中止していましたが、継続できることになりました。

○税額が変更になっても特別徴収が継続されます
　税額が年度の途中で変更となる場合、これまでは特
別徴収を中止していましたが、今後は本徴収額を変更
することで特別徴収が継続できることになりました。
※税額変更の時期や変更内容によっては特別徴収を中

止して、普通徴収（納付書か口座振替で納める方法）
に変更となる場合があります。
■問い合わせ先　市民税課市民税第二・第三係（☎
40・7025、40・7026）

公的年金等からの市民税県民税の
特別徴収を見直します

徴収方法が
変わります

前年度
仮
徴
収
額

４月 16,000 円
６月 16,000 円
８月 16,000 円

本
徴
収
額

10 月 4,000 円
12 月 4,000 円
翌年２月 4,000 円

 
特別徴収
税額 60,000 円

本年度
仮
徴
収
額

４月 4,000 円
６月 4,000 円
８月 4,000 円

本
徴
収
額

10 月 16,000 円
12 月 16,000 円
翌年２月 16,000 円

 
特別徴収
税額 60,000 円

本年度
仮
徴
収
額

４月 10,000 円
６月 10,000 円
８月 10,000 円

本
徴
収
額

10 月 10,000 円
12 月 10,000 円
翌年２月 10,000 円

 
特別徴収
税額 60,000 円

国際人育成支援事業費補助金国際人を
目指しませんか

　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や学生など
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。
【海外派遣事業】
◎高校生の冬休み海外派遣
▽日程と内容／参加料（予定）
①フィリピン・マンツーマン英語研修＆ドミトリース
テイ（12月24日～29日＜６日間＞）／38万5,000
円
②オーストラリア・ホームステイ＆牧場体験（12
月 25 日～平成 29 年１月３日＜ 10 日間＞）／ 42
万５,000円
③カナダ英語研修＆ニューイヤーホームステイ体験
（12月 26日～平成 29年１月４日＜ 10日間＞）／
42万 5,000 円
④カンボジア平和教育学習と高床式ホームステイ体験
＆アンコールワット見学（12月 26 日～平成 29年
１月４日＜10日間＞）／32万 8,000 円
※参加料はいずれも市の補助金交付前の額
◎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という人のプログラ

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】
▽対象　市内に住所を有し、県内の高校・大学・短期
大学・専修学校に在籍している生徒・学生
▽補助金額　24万円
※協会への参加料納付前に交付します。
▽申し込み方法　10月 14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（市役所本館
２階）へ提出。
※申込書および申請書は同課で配布しています。
▽選考・交付　申し込みのあった生徒・学生のうち、
市の選考委員会で選考された５人に交付（予定）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）

改正後改正前

少ない

多い

平準化

2
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市政情報
Town Information

木造住宅耐震診断支援事業

　建築基準法に基づく現行の新耐震基準は、昭和 56
年に導入されましたが、過去の震災や熊本地震では、
旧耐震基準で建築されたものに大きな被害が発生しま
した。地震に対する住宅の安全性に関する意識を高め、
住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の所有者が希
望する場合に、市が専門知識を有する耐震診断員を派
遣し、耐震診断を行います。
▽対象住宅　市内にある、①～④の要件すべてに該当
する住宅
①昭和 56年５月 31日以前に建築されたもの／②一
戸建ての専用住宅または併用住宅（延べ面積の２分の
１以上を住宅の用に供し、かつそのほかの用途に供す
る部分の床面積が 50㎡以下であるものに限る）で地
上階数が２以下のもの／③一般構法（在来軸組構法）
または伝統的構法によって建築された木造住宅である
こと／④現在、居住している住宅であること
▽対象者　対象住宅の所有者
▽診断費用　申込者負担として、１戸あたり 8,000
円（延べ面積が200㎡以下の場合）
※ 200㎡を超える場合は 400㎡を上限に、申込者負
担の増額で対応します。
▽募集戸数　７戸（先着順）

木造住宅耐震改修促進事業補助金

　住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事または

建替え工事に要する経費の一部を補助します。
▽対象住宅　市内にあり、「木造住宅耐震診断支援事
業」の対象要件①～③および下記の要件④⑤のすべて
に該当する住宅
④耐震診断により倒壊する可能性があると診断された
もの（過去に耐震診断を行った住宅を含む）／⑤耐震
診断以降、増改築されていないもの
▽対象者　次の①および②の要件すべてに該当する者
①市内に住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住する者
（親族を含む）／②平成 27～ 28 年度まで市税等の
滞納がない者
▽対象工事　
①耐震技術者（青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載
された者）が耐震改修計画を作成し、工事監理を行う
工事（住宅全体の上部構造評点が１．０以上となる工
事）または建替え工事／②市内の施工業者等が行う工
事
※補助金の交付決定前に着手した工事は除きます。ほ
かにも条件がありますので、申請を希望する人は申請
書類を準備する前にお問い合わせください。
▽補助金額　補助対象経費に 23.0%を乗じて得た額
または82万 2,000 円のいずれか少ない額
▽募集戸数　２戸（先着順）
～共通事項～
▽募集期限　11月 30日
※申請書は建築指導課（市役所５階、窓口551）で
配布しているほか、市ホームページに掲載していま
す。
■問い合わせ先　建築指導課（☎40・7053）

木造住宅耐震に関するお知らせ地震から命を
守るために

　この制度は、ごみの減量やリサイクルの推進、省エ
ネルギーなど、環境にやさしい活動を行っている店舗
や事務所（会社）をエコストア・エコオフィスとして
認定し、その取り組みを応援していこうというもので

環境ニュース環境ニュース

１ 弘前事務機器商会
２ パワーデポ弘前店
３ ドコモショップ弘前城東店
４ ドコモショップ弘前安原店
５ マックスバリュ安原店
６ ユニバース堅田店
７ ユニバース南大町店
８ ユニバース城東店
９ 生協コープあおもり和徳店
10 マックスバリュ樋の口店
11 マックスバリュ岩木店
12 ヤマト運輸弘前白銀センター
13 ヤマト運輸弘前城東センター
14 ヤマト運輸弘前城南センター
15 さとちょう浜の町店
16 Uマート桔梗野店
17 Uマート弘大前店

１ S.K.K.情報ビジネス専門学校
２ 南建設
３ 伸和産業
４ セントラル技研
５ 東北電力弘前営業所
６ 装美舎
７ 弘前事務機器商会

８ リコージャパン青森支社青森
営業部弘前営業所

９ ビジネスサービス弘前支店
10 ゴールドパック青森工場
11 弘前航空電子
12 丸勘建設
13 東栄土木工業
14 タムロン生産本部弘前工場

15 設備技研オサナイ
16 小山田建設
17 エルシィホーム

18
キヤノンプレシジョン本社・
北和徳事業所

19 キヤノンプレシジョン北和徳第二事業所
20 弘前水道

21 オリンパスメディカルサイエンス販売弘前営業所
22 北星交通
23 キタコン
24 三光化成弘前工場
25 ニッカウヰスキー弘前工場
26 特別養護老人ホームおうよう園

※表は平成 28年８月末現在
のものです（登録順）。
※６年間継続して認定を受
けているエコストア・エコオ
フィスを「優良認定事業所」
としています。

エコストア優良認定事業所

１ auショップ弘前西
２ ドコモショップ弘前駅前店
３ 小山内バッテリー社弘前店
４ ユニバース松原店
５ 生協コープあおもり西弘店
６ 生協コープあおもり松原店

エコオフィス優良認定事業所

27 青森銀行弘前支店ほか 12店舗
28 特別養護老人ホーム白寿園
29 デイサービスセンター白寿園
30 生活支援ハウス白寿の園
31 豊産管理弘前営業所

32 アペックス弘前サービスセンター
33 音羽電機工業弘前工場
34 東管サービス
35 大成コンサル
36 日本パルスモーター岩木工場
37 障害者支援施設千年園
38 北村技術

１ 弘前農園
2 共立設備工業
3 共立寝具神田工場
4 弘前ドライクリーニング工場
5 田中工務店

6 東奥信用金庫本店 ほか 12店
舗

7 富士建設

エコストア・エコオフィス認定制度
す（市が認定している店舗や事務所は下表のとおり）。
　あなたの店舗や事務所もエコストア・エコオフィス
になってみませんか。申請手数料などは一切掛かりま
せんので、ぜひ申請を。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（町田字筒井、
☎36・0677）

8 東北クリーン

9 みちのく銀行弘前営業部 ほ
か 11店舗

10 マル長
11 猪股建設
12 東邦設備工業所
13 ＯＫリフォーム對馬
14 日本ホーム

エコオフィス認定事業所

エコストア認定事業所

 

～雨水を汚水管に流していませんか？～

　市内で「分流式下水道」が整備されている地域は、
汚水と雨水を一緒に流すことができません。
　雨の日は晴れの日に比べて相当量の汚水が終末処理
場に流れ込むことがあり、処理場の負荷が増大するこ
とで処理費用も増加しています。この原因のひとつに、
家の屋根や庭に降った雨水の配管が誤って「汚水管」
に接続されていること（誤接続）が考えられます。

～雨水が汚水管に流れていないか確認を～

　宅地内の雨水が誤って汚水管に接続されると、各家
庭からの汚水が流れにくくなったり、逆流したりしま
す。また、道路のマンホールが噴き出したり、トイレ
が使えなくなる恐れがありますので、誤って接続され
ている場合は早急に改善してください。
　確認方法や改善方法が分からない人はお問い合わせ
ください。
■問 い 合 わ せ
先　上下水道
部総務課給排
水係（賀田１
丁目、☎ 55・
6895）

15 中村弘前

下 水 道 の 雨 水 侵 入 防 止 対 策

▲誤接続状況

雨水管

汚水マス
正しい接続〇

　郷土文学館の運営に関して市民の皆さんの意見を反
映させるため、弘前市立郷土文学館運営委員会の委員
を募集します。
▽応募資格　市内に在住する満 20歳以上の市民で、
平日の日中に開催される会議に出席できる人（市のそ
のほかの審議会などの委員および国・地方公共団体の
議員または職員＜退職者含む＞を除く）
▽募集人員　2人（原則、男女各１人）
▽募集期間　９月15日～ 10月７日（必着）
▽委員の業務　郷土文学館に関する資料の収集・展示
そのほか運営について意見を述べ、また、協力するこ
と（年2回程度）
▽委員の任期・会議の開催など　任期は平成 28 年
12月 1日から２年間。会議は平日の日中に2時間程
度、年２回開催（予定）
▽報酬など　会議１回の出席につき、報酬と交通費を
支給
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送・
持参・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志望動機または自己ＰＲ／③文学館の将
来像または運営に関する意見・提言など（800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、郷土文学館で配布してい
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
へ通知します。
■問 い 合 わ せ・ 提 出 先　郷土文学館（〒 036・
8356、下白銀町 2の 1、☎ 37・5505、ファクス 
36・8360、Eメール bungaku@hi-it.jp）

弘前市立郷土文学館運営委員会の委員を募集知識・経験を生か
してみませんか
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 カルチュアロード

▽とき　９月 18 日（日）、午前９
時半～午後３時半（雨天時は９月
25日に延期、再雨天時は中止）
▽ところ　土手町通り
▽内容　各種サークルの発表や模擬
店の出店など
■問カルチュアロード実行委員会事
務局（亀尾さん、☎携帯 090・
9745・7957）

藤田記念庭園夜間開園

▽とき　９月24日（土）
　　　　午後５時～９時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）洋館（藤田謙一資料館）、高台部、
低地部
▽内容　夜間開園コンサート（午後
６時半～）
▽入園料　大人＝ 310 円、子ども
＝100円
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

動物ふれあい
フェスティバル 2016
～つなげよう愛護の思い～
▽とき　９月 24 日・25 日の午前
10時～午後４時（雨天決行）
▽ところ　青森県動物愛護センター
（青森市宮田字玉水）
▽内容　譲渡犬同窓会、譲渡猫近況

報告写真展、命の花（三本木農業高
校）、ワンリンピック、犬猫避難訓練、
マイクロチップの紹介・展示・体験、
犬のしつけ方教室ほか
■問青森県動物愛護センター（☎青森
017・726・6100）

ひろさきウォークラリー大会

　弘前公園を会場に、弘前の街並みや
自然などを観察するウォークラリー
の体験を通して、コミュニケーショ
ンづくりや健康づくりを行います。
▽とき ９月 25 日（日）、午前 10
時～午後０時 15分（受け付けは午
前９時15分から）
▽集合　弘前公園ピクニック広場
▽対象　市民＝100人（先着順）
▽参加料　１家族 500 円（保険料
を含む、当日徴収）
▽申し込み方法　 電話かファクス
または Eメール（氏名・連絡先・
参加人数を記入）で、９月 20日ま
でに申し込みを。
※当日参加も可。
■問ひろさきレクリエーション協会
（☎携帯 070・3996・3873、■Ｆ
55・8723、 ■Ｅ  npo.hirorec@
gmail.com）

第２回ダブルゴルフコンペ
▽とき　９月 25 日（日）、集合＝
午前８時半
▽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
クプレーダブルペリア方式（打ち切

りなし）、２人のNETスコア合計
▽定員　14組（２人１組、先着順）
▽参加料　1人3,500円（昼食付き）
※事前の申し込みが必要。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

「二人の写真家が見た
佐藤初女」展
　二つの写真展を同時開催します。
【岸圭子写真展「いのちをむすぶ・
佐藤初女」】
▽日程など　スペースデネガ（上
瓦ケ町）ギャラリー…９月 30日～
10月９日、午前10時～午後７時
【オザキマサキ写真展「佐藤初女 森
のイスキア ただただ いまを 生き
つづける ということ」】
▽日程など　百石町展示館第３展示
室…９月 30日～ 10月４日、午前
10時～午後７時（最終日は午後５
時まで）／カトリック弘前教会（百
石町）集会室…10 月５日～９日、
午前 10時～午後７時（最終日は午
前11時から）
～共通事項～
▽観覧料　無料
■問佐藤初女さん・弘前写真展実行委
員会（集英社学芸編集部企画出版内、
武田さん、☎携帯 080・3318・
3444）

あおもり食名人と 100 人の
おむすびプロジェクト
▽とき　10月１日（土）
　　　　午前10時～午後０時半

 イベント
▽ところ　船沢中学校（富栄字浅井
名）
▽内容　映画「いただきます～みそ
をつくるこどもたち～」上映、おむ
すび作り、昼食会
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問青森県食の安全・安心推進課（☎
青森017・734・9354）

あっぷるカフェ（認知症カフェ）

　認知症の人やその家族を支援する
ために、認知症の人とその家族、地
域住民、専門職などが集います。
▽とき　① 10月１日・② 15日の
午前９時半～11時半
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク
▽内容　①認知症サポーター養成講
座、②講話「デイサービスでの取り
組み（個別支援）」
※①・②共に体操を行います。
▽参加料　300円
※事前の申し込みは不要。
■問特別養護老人ホームサンアップル
ホーム（☎97・2111）

石坂洋次郎没後 30 年記念
「石坂洋次郎が夢みた青春」
　当市出身で直木賞作家の長部日出
雄さんによる講演会と、映画上映会
を行います。
▽とき　10月２日（日）
　　　　午後２時～
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）
▽内容　講演「石坂洋次郎と日本の
青春」…講師・長部日出雄さん／映
画上映…「若い人」（1962年作）
▽入場料　500 円（高校生以下は
無料）
■問弘前ペンクラブ事務局（弘前読書
人倶楽部内、☎33・4033）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

交通乗り♪乗り♪「大鰐線
でタイムトリップ！」
　親子で弘南バス・弘南鉄道大鰐線

に乗り、沿線の魅力を体感してもら
うため、創立 130 周年の弘前学院
大学と弘南鉄道大鰐線のコラボ企画
を開催します。ぜひ親子で参加くだ
さい。
▽とき　10月８日（土）
　　　　午前９時～午後１時
▽集合　JR弘前駅改札口
▽内容　入場券購入（購入体験）、
路線バス乗車体験（乗り継ぎ体験）、
大鰐線の歴史説明、弘前学院大学・
弘前学院外人宣教師館礼拝堂・図書
館見学ほか
▽対象　小学生とその家族＝10組
▽参加料　１組1,010円（JR入場
券、路線バス・弘南鉄道運賃を含む）
■問 10月５日までに、電話かEメー
ルで、あんよ・せらぴー共育研究
会（境さん、☎携帯 090・1935・
5527、■Ｅ anyotherapy@yahoo.
co.jp）へ。

陶芸野焼きワークショップ

【縄文土器風オーパーツを創ろう！】
▽とき　制作＝ 10月８日～ 10日
の午前 10時～午後４時〈期間中の
希望の日時〉／野焼き焼成・作品掘
り出し＝ 10 月 15 日・16 日の午
前 10時～午後４時
▽ところ　制作＝鳴海要記念陶房館
（賀田字大浦）／野焼き焼成・作品
掘り出し＝民宿ぶなこ（常盤野字黒
森）
▽内容　置き物やオブジェ、小物入
れなどを粘土で作り、そのオリジナ
ル作品を野焼きで縄文土器風の風合
いに仕上げます
▽講師　斎藤啓司さん（陶芸家・美
術家）
▽定員　10人
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　3,000 円（粘土などの
材料費・焼成費を含む）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

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　10 月９日（日）、午前９
時～午後０時半（雨天決行）
▽集合　緑の相談所（弘前公園内）
▽ルート　クジャクガシワ（猿賀神
社＜平川市＞）→ケヤキ（七柱神社
＜平川市＞）→日本最大のポプラ（黒
石市）など
※弘前公園で解散します。　
▽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、動きやす
い服装
■問９月 26日から、市みどりの協会
（☎33・8733）へ。

ひろさきお寺の日
最勝院特別公開
　五重塔や宵宮で広く知られる最勝
院の、普段は非公開の仏像・仏画・
古文書など貴重な文化財を１日限り
公開します。
▽とき　10月 15日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　最勝院（銅屋町）
※車やバイクでの来場はご遠慮くだ
さい。
▽対象　小学生以上
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ひろさき環境パートナーシップ
21弘前大学人文社会科学部美術史
研究室（須藤さん、☎39・3220）

キッズハローワーク

　小学生を対象とした仕事体験と遊
びのイベントです。JAL などの仕
事見学ができるほか、弘前ならでは
の仕事体験も用意しています。
▽とき　10月 16日（日）
　　　　午前９時45分～午後３時
▽ところ　弘前学院聖愛中学高等学
校（原ケ平字山元）
▽参加料　1,000 円（おしごと手
帳代金として）
※事前の申し込みは不要。
■問キッズハローワーク実行委員会
（大西さん、☎34・6858）▲写真は昨年度の展示内容

　小学生が廃品をもとに作ったさまざまな作品を展示し、一般投票
を行います。投票数により、学年ごとにプラザ賞を授与します。
▽展示期間　９月17日～ 11月 13日、午前９時～午後４時
▽投票期間　９月17日～ 10月 30日、午前９時～午後４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）２階
研修室
▽テーマ　「廃包装材を使ったもの」
■問弘前地区環境整備センタープラザ棟（☎ 36・3388、受付時間
は午前９時～午後４時）
※月曜日は休み。月曜日が祝日の場合は翌日が休み。10月２日（日）
は設備点検のため、臨時休館します。

第 11 回廃品おもしろ工夫展
in プラザ棟
＆みんなで選ぶプラザ賞
展示と一般投票
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▽とき　10月 15日（土）、午後２
時開演（午後１時15分開場）
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽入場料　前売り券＝ 1,000 円／
当日券＝1,500円
▽チケット販売所　カフェテラス・
ケララ、弘前大学生協プレイガイド
シェリア、同プレイガイド医学部店、
まちなか情報センター、紀伊國屋書
店弘前店、成田本店新町店、リンク
ステーションホール
■問ル・コンセール（和田さん、☎携
帯080･1679･3413）

母乳育児フォーラム

▽とき　10月 15日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前病院附属看護学校
（富野町）体育館
▽テーマ　「歯医者さんから母乳育
児を頑張るママたちへ～小児歯科専
門医からみた母乳育児の魅力～」
▽内容　講演「母乳育児と口腔機能
発達」…講師・土岐志麻さん（青森
市とき歯科医院小児歯科専門医）／
寸劇…お産と母乳分泌に効果的なエ
クササイズ、産後のウェイトコント
ロール

▽対象　市民
▽参加料　無料
※託児（無料）を希望の場合は事前
に連絡を。
■問弘前病院母子医療センター（辻さ
ん、☎32・4315）

湯めぐりレクリエーション

▽期間　平成 29年３月 28日まで
の毎週火曜日、午前 10時半～午後
３時（９月20日、１月３日を除く）
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）体育館・ちびっこアリーナ、
近隣温泉施設
※無料送迎あり。
▽内容　レクリエーションをした後
に温泉施設へ移動し、温泉入浴指導
士による「入浴いろは講座」を受け、
温泉と昼食を楽しみます。
▽講師　境厚子さん（ひろさきレク
リエーション協会）
▽対象　市民
▽最少催行人数　10人
▽参加料　１人 2,000 円～（入浴
代、食事代、保険料などとして）
▽持ち物　内履き、飲み物、汗ふき
タオル、入浴道具
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはEメール（代表者氏名・連絡先・

親子で一緒に
英語でハロウィン体験
　英語の音に楽しみ
ながら触れ、英語の
世界に親子で慣れ親
しみながらハロウィ
ン体験ができます。
▽とき　10月 13 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　就学前の乳幼児とその保護
者＝25組（先着順）
※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〉）

魅惑のピアノトリオ
クラシックコンサート
東欧の音楽
　ドボルザークのピアノ三重奏曲
「ドゥムキー（哀歌）」ほか、東ヨー
ロッパの作曲家たちの民族的魅力漂
う旋律の数々をお楽しみください。

希望日・参加人数を記入）で、開催希
望日の２週間前までに申し込みくだ
さい。
▽その他　当日撮影した写真などは
各メディア等で使用する場合があり
ますので、予めご了承ください。
■問 岩 木 山 総 合 公 園（ ☎ 83・
2311、■Ｆ 83・2635、■Ｅ info@
iwakisansportspark.com）

2016 きものの日出演者募集

～よみがえる衣装！こころと想い出
をとき華（はな）て！～
　若いころの着物や、嫁入り道具と
して持ってきたけれどまだ着ていな
いもの、学生時代のはかまや親が着
た着物を子どもに着せたいなど、思
い出のこもった１枚を着て、着物
ショーに出演してみませんか？
▽とき　11月 12日（土）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ4階）
▽対象　11月６日のリハーサルに
参加可能な人（18歳未満は保護者
同伴）
▽申し込み方法　当日着る衣装の写
真と全身写真、当時のエピソードや
衣装にまつわる話を添えて、10月
15日（必着）までに、郵送（〒036・
8799、弘前郵便局私書箱３号・青
森わごころの会あて）またはメール
で応募ください。応募用紙はホーム
ページからダウンロードできます。
※衣装、小物、履物は各自で用意
を。応募多数の場合は書類審査で決
定し、結果をメールなどでお知らせ
します。
■問 青森わごころの会（☎携帯
090・1493・8262、■Ｅ aomori_
wagokoro@yahoo.co.jp、 ■Ｈ
http://aomori-wagokoronokai.
jimdo.com/）

ふるさと温故知新

▽日程と内容　①９月 24日＝「お
山参詣について」／② 10月 29日
＝「山車（だし）の見方と味わい方」
※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　20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）

プロが教えるかんたん楽しい
秋のエコクッキング教室
　冷蔵庫の残
り野菜や果物
の皮などの食
材をアイデア
と工夫で活用
します。
▽とき　10月１日（土）
　　　　午前９時半～午後０時半
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽内容　もちピザ、皮ごとりんごの
サラダ、かぼちゃジャム、お茶
▽講師　福士るみ子さん（サロン・
ド・胡桃代表）
▽対象　小学生以上＝ 20人（小学
生の参加は保護者同伴）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、ふきん、大皿
１枚、スープカップ１個、はし
■問９月 21 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。月曜日が祝
日の場合は翌日が休み>）へ。

「骨と関節の日」市民公開講座

　骨と関節を中心とする運動器官
が、体の健康維持に及ぼす影響など
についてお話しします。
▽とき　10月１日（土）
　　　　午後３時～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　講演「腰痛とロコモティブ
シンドローム」…座長・工藤悟さん
（工藤さとる整形外科クリニック院
長）、講師・油川修一さん（青森労
災病院整形外科部長）／骨と関節に
関する健康相談
▽対象　市民
▽参加料　無料

※事前の申し込みは不要。
■問工藤さとる整形外科クリニック
（☎59・0345）

ニーハオ中国語教室

▽とき　10 月３日～平成 29 年２
月 25日（各教室共通…全17回）
▽教室・曜日・時間　【入門】①火
曜日の午後１時半～３時／②土曜日
の午後７時半～９時　【初級】③火
曜日の午前 10時半～正午／④金曜
日の午後６時～７時半／⑤金曜日の
午後７時～８時半　【中級】⑥月曜
日の午前９時 10 分～ 10時 40分
／⑦月曜日の午前 10時 50分～午
後０時 20分／⑧土曜日の午後６時
～７時半
▽ところ　①・③・④・⑤＝ヒロロ（駅
前町）／②・⑧＝南富田町体育セン
ター／⑥・⑦＝市民参画センター（元
寺町）
▽講師　李娟（リケン）さんほか
▽定員　各教室＝８人
※申し込み人数が少ない教室は開催
しないこともあります。
▽受講料　１万2,000円
※別途テキスト代として 1,000 円
～ 2,300 円が必要。
■問ニーハオサークル事務局（松江さ
ん、☎携帯080・5748・4884、
■Ｅ motomuma@ybb.ne.jp）

「犬と散歩ができる公園」
愛犬マナー講習会
　市では、「犬と散歩ができる公園」
として、35公園を開放しています。
人と犬が共存するためには、マナー
が大切です。犬のしつけについての
講話や、リードを持った歩き方など、
実技を交えながらの講習会を開催し
ますので、愛犬と一緒にぜひ参加く
ださい。また、これから犬を飼いたい
という人の参加もお待ちしています。
▽とき　10月１日（土）、午前 10
時～（１時間程度）
▽ところ　城東公園（末広４丁目）
▽講師　公認訓練士（ジャパンケネ
ルクラブ）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。当日は公
園内に駐車できます。なお、雨天時
は中止となる場合があります。
■問公園緑地課（☎ 33・8739）

 教室・講座
 

「つなげよう！市民のチカラ！」放送中です

 イキイキ健康クラブスマイルの（左か
ら）秋元さん・住吉さん・川村さん

 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。

　　　　　

　定期的に体操をすることや文化的な活動を行うことで、心と体の両面
からアプローチし、明るく健康で、生き生きとした生活を送る高齢者を
増やしていくために活動しています。
　毎週木曜日の健康体操のほか、日ごろの悩みや生活に役立つ情報交換
や、昔語りを聞いたり歌を歌ったりする場を提供したり、年間行事とし
てコンサートや弘前に関する教養講座も開催しています。

●イキイキとした生活を送ろう／イキイキ健康クラブスマイル

市民活動を
FM ラジオで
発信 !!

　岩木山をまっすぐに望むことができる場所にある相馬地区の水木在家
町会では、「身に余ったことなどがあれば、町会で対応できるものはみ
んなで考えて、みんなで助け合っていくっていうのが根本」との思いで、
住民みんなで活動を行い、新たな定住者や若い人にも、周りの人たちと
の絆が大切であることを呼びかけています。

●自治組織／水木在家町会

 水木在家町会長の三上さん
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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　10 月 11 日・18 日・25
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（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　９月 18日、午前
８時半から
【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
ティアを募集します。パソコンに関

する知識があれば、年齢、経験は問
いません。気軽に問い合わせを。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800、午前８時半～午後５時）

ヒロロで走ろう！
かけっこ教室
▽とき　10 月 12 日～ 11 月９日
の毎週水・金曜
日、午後４時半
～６時
▽ところ　
ヒロロ（駅前
町）３階
▽内容　走る・跳ぶ・投げるなどの
全身運動。ラダー・ミニハードルな
どの用具を使って足を動かすトレー
ニング。
▽対象　小学校１年生～４年生＝
20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動靴、タオル、飲み物、
なわとび
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・電話番号・学年・教室
名を記入し、９月 30日（必着）ま

でに河西体育センター（〒 036・
8316、石渡１丁目19の１）へ。
※家族での参加ははがき 1枚で応
募可。応募多数の場合は抽選で決定。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

秋の空手体験教室

▽とき　①５歳～小学校６年生＝
10月の毎週日曜日、午後１時半～
２時半／ 10月の毎週水曜日、午後
６時半～７時半、②中学生以上＝
10 月の毎週月曜日、午後７時 15
分～８時半
▽ところ　極真会館弘前道場（大清
水２丁目）
▽内容　①空手の基本と初歩的な運
動、②気功やヨガなどを取り入れた
健康増進を目指した空手
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　タオル、飲み物、動きや
すい服装
※当日会場でも受け付けます。
■問極真会館青森県支部弘前道場
（池田さん、☎携帯 090・6546・
9209）

市民フォークダンス教室

▽とき　10 月３日～ 31 日の毎週
月曜日、午後７時～８時半　
▽ところ　大成小学校（御幸町）体
育館
▽内容　世界のフォークダンスの基
礎と踊り方の紹介
▽対象　市民
▽参加料　無料
▽持ち物　動きやすい服装、室内用
シューズ
※当日会場で受け付け。
■問弘前市フォークダンス協会事務局
（佐々木さん、☎33・6537）

ベテランズセミナー

　自宅の庭木をもっと美しくせん定
したい人や、ガーデニング・家庭菜
園に興味を持っている人などはぜひ
おいでください。
▽とき　10月６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
▽講師　市みどりの協会職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問 10 月３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。

岩木地区を巡るノルディック
ウォーク講座・秋の陣
▽とき　① 10 月６日・② 13 日、
午前 9時集合
▽集合　岩木Ｂ&Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽コース　①革秀寺（駒越）７㎞コー
ス／②愛宕山橋雲寺７㎞コース
▽講師　中澤祐政さん（全日本ノル
ディックウォーク連盟公認指導員）
▽対象　市民＝各回10人（先着順）
▽参加料　１回 300 円（レンタル
ポールあり＜別途100円＞）
※各自傷害保険などに加入を。
▽持ち物　タオル、飲み物、帽子、
ウエストポーチまたはリュック、手
袋、雨具
※ポールのレンタルを希望する人は

受け付け時にお知らせください。
▽申し込み方法　各回の開催日前日
までに、電話かファクス（住所・氏
名・年齢・性別・連絡先・参加希望
日を記入）で申し込みを。
■問岩木Ｂ &Ｇ海洋センター（☎
82・5700、■Ｆ 82・5701）

水泳教室（バタフライ）

▽とき　10 月７日～ 11 月 11 日
の毎週金曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川
▽内容　バタフライの基本泳法
▽対象　クロールで 25m泳げる人
＝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（ふりがな）・年齢・電話
番号・教室名を記入し、９月 30
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）

70 歳からの健康講座
「ヘルシーエイジング」
▽と き　10 月 10 日～ 12 月 26
日の第２～第４月曜日（全９回）、
午後１時半～３時半（最終日は午後
４時半まで）　
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　①健幸増進リーダーによる
高齢者向けの体操や手具を使った運
動、②ミニ講座（健幸講話、歌唱指
導、終活講座）、③食生活改善推進
員によるヘルシークッキング
▽対象　70歳以上の市民
▽参加料　1,000円（９回分）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・コメン
ト（希望・心配事など）を記入の上、
９月30日（必着）までに、ヘルシー
エイジング（〒036・8231、稔町
14の１、齋藤紀あて）まで郵送を。
■問ヘルシーエイジング（齋藤さん、
☎34・2649）
※留守番電話の際は折り返し連絡し
ます。電話番号をお知らせください。

初級古文書読み方講習会

　弘前図書館が所蔵している藩政時
代の古文書を活用した、古文書解読
の基礎と読み方についての講習会で
す。
▽とき　10月１日・８日・15日・
22日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　荻野看生子さん
▽対象　高校生以上の初心者＝ 30
人（先着順）
▽受講料　無料（別途テキスト代
700円が必要）
■問９月30日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　①10月１日・②29日
※時間はいずれも午前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）大学棟Ⅰ
▽内容　①「オリゴ糖を加えたアル
コールでスキンケア」…講師・蓮井
裕二さん（看護学科教授）／②「こ
ころと体の不思議な関係」…講師・
成田秀美さん（作業療法学専攻講
師）
▽受講料　無料
■問電話かファクスで、弘前医療福祉
大学公開講座委員（☎ 27・1001、
■Ｆ 27・1023）へ。

初心者・中級者
レディースバドミントン教室
▽とき　10月１日
～11月５日の毎週
土曜日、午前９時
半～ 11 時半（10
月８日を除く）
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）競技場
▽対象　女性＝30人（先着順）
▽参加料　1人 1回 200 円（各自
傷害保険などに加入を）
▽持ち物　室内用シューズ、タオル
（貸し出し用ラケット有り）
■問電話かファクスで、弘前市レ
ディースバドミントン連盟（佐藤さ
ん、☎兼■Ｆ 34・7462）へ。

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 広 聴 広 報 課 広 聴 広 報 担 当
（〒036・8551、上白銀町１の１、
☎ 35・1194、 ■Ｆ 35・0080、 ■Ｅ
kochokoho@city.hirosaki.lg.jp）

　市民の皆さんの意見・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。
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※公証事務に関する相談は無料で
行っていますので、ご相談ください。
■問弘前公証役場（公証人・藤部さん、
新町176の３、☎ 34・3084）

危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　11 月５日・12 日（両日
受験可）
▽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～第６類）／丙種
※乙種・丙種は受験資格なし。
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種
＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　９月 21日～ 10月６
日（インターネットによる電子申請
は９月18日～ 10月３日）
※電子申請は消防試験研究セン
ターホームページ（http://www.
shoubo-shiken.or.jp）から。
▽願書配付先　消防本部予防課（本
町、☎ 32・5104）／最寄りの消
防署・分署
【事前講習会】
▽と き　10 月 27 日・28 日（２
日間）の午前９時半～午後４時半
▽ところ　消防本部３階大会議室
※車での来庁はできませんので、最
寄りの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
▽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）
▽申し込み先　９月 21日～ 10月
19日の午前８時半～午後５時（予
防課での受け付けは平日のみ）に、
消防本部予防課／最寄りの消防署・
分署へ。

「県民グランプリ」募集

　青森県社会奉仕振興会は、心身と
もに健康で明るく生き生きと暮らし
ている健康家族を推進し、住みよい
地域社会の実現を目指しています。
その実現のため、各地域で地道に暮
らしている人たちにスポットをあ
て、人生の目標となる身近な人を発
掘し、表彰します。

　広く県民に感動や勇気を与え、他
の推薦が得られる個人、家族を募集
します。
■問９月 30 日までに、郵送かファ
クスで、青森県社会奉仕振興会
（〒 030・0957、青森市蛍沢 4丁
目６の 12、田澤さん、☎兼■Ｆ青森
017・743・4107）へ。

弘大附属小学校の児童募集

▽募集人員　107 人（附属幼稚園
からの進学者を含む）
▽資格　
①平成 22 年４月２日～ 平成 23
年４月１日生まれ
②原則として保護者と同居している
こと
③通学時間が片道およそ１時間以内
であること（青森市からの通学は浪
岡地区のみ可）
▽応募書類の交付・受け付け　
○交付＝９月23日～ 10月 19日
○受付＝ 10 月 24 日～ 11 月４日
（郵送不可）
※時間はいずれも午前９時～午後４
時（土・日曜日、祝日を除く）。
▽選考日程　選考日＝ 12月 10日
／合格者発表＝12月 14日
■問弘前大学教育学部附属小学校（学
園町、☎32・7202）

お金や暮らしに関する相談会

　専門スタッフと弁護士が、一緒に
解決の糸口を見つけます。
▽とき　10月１日（土）
　　　　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）
▽相談料　無料
※事前の予約が必要。
■問消費者信用生活協同組合青森相談
事務所（☎フリーダイヤル 0120・
102・143）

青森県営農大学校
平成 29 年度学生募集
　青森県営農大学校は、農業経営者
を養成する県立の大学校です。この
たび、平成 29年度の入校生を募集
します。
▽募集課程と定員　畑作園芸・果樹・
畜産課程の３課合わせて 70人（推

薦は定員の３分の２以内）
▽修業期間　２カ年（全寮制）
▽募集期間・試験日程
①推薦選考　出願受付＝ 10月５日
～ 19 日／選考日＝ 11 月 11 日／
合格発表＝11月 21日
②一般募集　出願受付＝ 11月 29
日～ 12 月 13 日／試験日＝平成
29年１月 20日／合格発表＝平成
29年１月 30日
③二次募集（定員に満たない場合
に実施）　出願受付＝平成 29年１
月 31日～２月７日／試験日＝平成
29年２月 17日／合格発表＝平成
29年２月 27日
※詳しくはホームページ（http://
www.applenet.jp/~einou/） を
ご覧ください。
▽願書請求　封筒に「願書請求」と
朱書きし、宛先を記入した角形２号
封筒（205円切手貼付）を同封し、
請求を。
■問青森県営農大学校教務研修課
（〒 039・2598、上北郡七戸町字
大沢 48の８、☎七戸 0176・62・
3111）

10 月１日からＢ型肝炎
ワクチンが定期予防接種
に追加されます
▽接種対象　平成 28年４月１日以
後に生まれた人で、生後２か月から
満１歳の誕生日の前日まで。
※母子感染予防のため、健康保険の
給付によりワクチンの全部または一
部を受けた人は対象外。
▽接種方法　１回目接種後 27 日
以上の間隔をおいて２回目を接種。
その後１回目から 139 日（20週）
以上の間隔をおいて３回目を接種。
※４月１日以後に生まれた人で、
10月１日以前に任意でＢ型肝炎ワ
クチンの接種を受けた人は、３回の
うちの残りの回数分を定期接種とし
て受けることができます。
▽その他　対象の人には個別に通知
します。なお、接種対象期間から外
れると有料になりますのでご注意く
ださい。特に、平成 28年４月から
７月に生まれた人は接種期間が短い
ので、体調をみながら計画的に接種
しましょう。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

▽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、10月７日（必着）まで
に金属町体育センター（〒 036・
8245、金属町１の９）へ。
※家族での参加ははがき 1枚で応
募可。応募多数の場合は抽選で決定。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

聞いてみよう世界の暮らし

『日本人に大人気！住んでみたいマ
レーシアの日常』
　９年連続住みたい国第１位に選ば
れているマレーシア。その魅力や日
常を日本語で紹介します。
▽とき　10月 16日（日）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽講師　ムハマド タキユディン ビ
ン モハマド タジュディンさん（弘
前大学留学生）
▽定員　40人（先着順）
▽参加料　無料
■問 10 月 13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。

家庭でできる看護ケア教室

▽とき　10月 28日（金）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前大学医学部附属病院
（本町）看護部研修室
▽テーマ　「今すぐできる脳卒中予
防！～まずは血圧測定から始めよう
～」
▽対象　市民＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み期間　10 月３日～ 24
日（土・日曜日、祝日を除く、午前
８時半～午後５時）
■問弘前大学医学部附属病院総合患者
支援センター（木村さん、☎ 39・
5337）

幼児体操教室

▽とき　11 月１日～ 12 月 20 日
の毎週火曜日、午後３時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール

▽内容　マット運動、平均台、跳び
箱、トランポビクス、鉄棒、ボール
を使用した体力づくり
▽対象　４歳～６歳（就学前）＝
15人
▽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（ふりがな）・電話番号・
生年月日、教室名を記入し、10
月２日（必着）までに市民体育館
（〒036・8362、五十石町７）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問市民体育館（☎36・2515）

弘前・白神アップルマラソン
開催に伴う交通規制
　10月２日（日）に、「第14回弘
前・白神アップルマラソン」が開催
されます。当日は、コース上交通規
制（スタート付近は午前８時半～午
後３時）を実施しますので、ご理解
とご協力をお願いします。
　詳細については問い合わせるか、
ホームページをご覧ください。
▽コース　消防本部南側～城西大橋
～茜橋～五代～兼平～如来瀬～西目
屋村白神館前
■問弘前・白神アップルマラソン実行
委員会事務局（克雪トレーニングセ
ンター内、☎88・8399、■Ｈ http://
www.applemarathon.jp/）

10月１日～７日は「公証週間」

　公証人は、国の一機関として、地
域住民の財産や生活を守り、トラブ
ルを未然に防ぐために次の業務をし
ています。
○公正証書で契約書を作り、大切な
財産を守ります／公正証書で遺言を
作り、大切な人に遺産を譲ります／
公正証書で養育費の給付契約書を作
り、子どもの将来を守ります／任意
後見契約書を作り、老後の安心を確
保します／定款認証で適法な会社を
設立します
　手数料は法令により定められてい
ますので、安心して利用ができます。

かっこいい大人養成講座４

【写 真 で つ な が る フ ォ ト ワ ー ク
ショップ＠弘前城植物園】
　何が見つかるか
な？カメラで植物園
をのぞいてみよう！
▽とき　10月15日
（土）、午前９時半～
正午（受け付けは午前９時～）
▽ところ　弘前城植物園（集合＝弘
前文化センター＜下白銀町＞玄関
ホール）
▽内容　園内での散策と写真撮影、
写真にコメントをつけての発表会
※雨天時は室内で行うプログラムに
変更。
▽講師　谷口哲郎さん（谷口 ESD
環境教育事務所）
▽対象　市内に在住または勤務する
18歳～ 50歳＝ 20人（先着順）
※親子で参加の場合は、申し込み時
にお知らせください。
▽参加料　無料
▽持ち物　スマートフォンやデジタ
ルカメラなど（撮影した写真がデー
タとしてすぐ見られるもの）、筆記
用具、メモ帳、帽子、雨具
▽申し込み方法　10 月 14 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・電話番号を記入）
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）

～認知症の予防をしよう！～
☆楽しく健康教室☆
▽と き　10 月 15 日～ 12 月 24
日の毎週土曜日、午前 10 時半～
11時半（12月 10日を除く）
▽ところ　金属町体育センター集会
室
▽内容　ストレッチと軽いリズム体
操、遊びを取り入れたゲーム（脳ト
レ）など
▽対象　市民＝12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

 その他
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給与支払報告書、法人市・県民税、
法人事業税、地方法人特別税の各申
告書、償却資産申告書など
※詳しくは地方税電子化協議会ホー
ム ペ ー ジ（http://www.eltax.
jp/）をご覧ください。
■問市民税課（☎ 35・1117）、資産
税課（☎ 40・7027）、中南地域
県民局県税部課税第一課（☎ 32・
1131、内線 278）

歯科衛生士復職支援事業

　歯科衛生士の国家資格を社会のた
めに活用しませんか？在宅療養者や
介護施設などの高齢者、保育園・幼
稚園の子どもたちがあなたを必要と
しています。ぜひ参加ください。
▽とき　10月 16日（日）
　　　　午前10時～
▽ところ　青森県歯科医師会館（青
森市青柳１丁目）
▽内容　未就業歯科衛生士のための
リカバリー研修、歯科診療の最新情
報など
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問青森県歯科衛生士会（弘前支部長、
阿保さん、☎37・0680）

不動産の無料相談会

　10 月の「土地月間」にちなみ、
不動産鑑定士による土地の評価価格
や取引などに関する無料相談会を開
催します。
▽とき　10月３日（月）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ３階）多世代交流室１
※事前の予約は不要。
■問青森県不動産鑑定士協会（☎青森
017・752・0840）

平成 29 年度県立弘前高等
技術専門校入校生募集
▽募集科と定員　自動車システム工
学科・建築システム工学科＝ 各 20
人
▽応募資格　高卒者（平成 29年３
月卒業見込みを含む）または高卒以
上の学力を有する人
▽訓練期間　平成 29年４月～平成
31年３月（２年間）
▽受 付 期 間　10 月３日～ 11 月
18日
▽試験日　12月１日
※詳しくはお問い合わせください。
■問県立弘前高等技術専門校（緑ヶ丘
１丁目、☎32・6805）

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　10 月１日・22 日の午後
１時～４時
▽ところ　ヒロロ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）

平成 28 年社会生活基本調査

　総務省統計局および青森県では、
10月 20 日現在で社会生活基本調
査を実施します。この調査では、国

発掘調査現地説明会

　市道国吉館後線道路改築事業に伴
い、平成 28年度から坂本館の発掘
調査を実施しています。現地説明会
では、出土遺物とともに発掘現場を
紹介します。東目屋地区では初めて
の発掘調査現地説明会ですので、ぜ
ひ参加ください。
▽とき　10月１日（土）
　　　　午前11時～正午
▽ところ　坂本館発掘調査現場（館
後字新田ほか）
※県道 28号岩崎西目屋弘前線を西
目屋方面へ進むと、国吉集落に入る
手前のコンビニエンスストア付近の
交差点で当課職員が交通案内しま
す。
■問文化財課（岩木庁舎内、☎ 82・
1642）

地方税の申告などは eLTAX
（エルタックス）が便利です
　 地 方 税 ポ ー タ ル シ ス テ ム
（eLTAX）は、地方税に関する申告
などの手続きをインターネットを利
用して行うシステムです。eLTAX
を利用すると、オフィスや自宅のパ
ソコンから申告できるため、市や県
の窓口に書類を持参したり郵送した
りする必要がなく、とても便利で
す。
○提出できる主な書類

民の生活時間の使い方やさまざまな
活動状況を調べ、暮らしや社会の
ための基礎資料として活用します。
10月上旬から中旬にかけて、調査
員が調査をお願いする世帯に伺いま
すので、調査の趣旨をご理解いただ
き、回答をお願いします。
■問青森県企画政策部統計分析課人口
労働統計グループ（☎青森 017・
734・9169）／ひろさき未来戦略
研究センター（☎40・7016）

日本体育大学集団行動合宿
公開練習
　合宿期間中の練習風景を無料で一
般公開します。
▽とき　９月 20日～ 24日の午前
９時～正午、午後２時～５時
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）体育館
▽その他　市でとりまとめた小・中
学生の見学を優先します。また、所
定の観覧席数（固定席 750）を超
えるなど、混雑が見込まれる場合は、
見学をお断りすることもありますの
で、あらかじめご了承ください。
※事前の申し込みは不要。内履きと
外履き入れ（ビニール袋など）を持
参ください。
■問日本体育大学青森県同窓会事務局
（赤石さん、☎携帯 090・2978・
8719、 ■Ｅ aomoriessassa@
gmail.com）

労働相談会

　個々の労働者と事業主との間に生
じた労働条件などのトラブルを解決
するための無料相談会です。
▽とき　10月７日（金）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白

銀町）２階
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ
　日ごろ、献血のご協力ありがとう
ございます。血液センターでは、若
年層（10 代～ 30 代）を中心に、
新たな献血者を増やすために、「は
じめての献血」キャンペーンを平成
29年３月まで実施しています。
　期間中、各献血会場（献血ルーム・
献血バス）で、初回献血者に「はじ
めての献血協力カード」を発行し、
次回カードを持参して献血した際
に、記念品を差し上げています。献
血者を紹介してくれた人にもカード
を発行していますので、ご協力をお
願いします。
　弘前献血ルーム「CoCoSA（ココ
サ）」が大町タウンビル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、１人でも多くの人
の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）

ひろさき出愛サポートセン
ター 10 月休日出張登録会
　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。

有 料 広 告 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。

内　科
10／2 場崎クリニック（代官町） ☎38・6600
9 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
16 五日市内科医院（植田町） ☎35・4666
23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

耳鼻咽喉科・眼科
10／2 松本眼科（三岳町） ☎31・3211
16 やすはら耳鼻咽喉科（安

原３）
☎88・0087

23 伊藤眼科（南大町２） ☎36・6105

歯　科
10／2 三和歯科クリニック（中

野４）
☎87・7070

9 松野歯科医院（上瓦ケ町）☎37・8148
10 関歯科医院（和泉１） ☎26・2789
16 浜の町歯科クリニック

（浜の町東３）
☎37・3566

23 毛内歯科医院（田園４） ☎29・2332
30 梅原歯科医院（土手町） ☎32・7330

　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　10月８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、■Ｈ http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
jouhou/seido/hirosaki-deai.
html）

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,154人　   （+            49）
　 男　　  80,733人　   （+            44）
　 女　　  95,421人　   （+              5）
・世帯数　 71,474世帯    （+            86）
平成 28年８月１日現在（推計）

有 料 広 告
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※「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。

　人間国宝の野村万作さんと幅広い分野で活躍する野
村萬斎さんの親子による伝統芸能をお楽しみください。
▽とき　11月２日（水）、午後６時半～（午後６時開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽解説　野村萬斎さん
▽入場料（全席指定）　Ｓ席＝１万円／Ａ席＝ 8,000
円
※未就学児の入場は不可。
▽チケット販売所　ローソンチケット、チケットぴあ、
ポみっと！、市民会館、さくら野百貨店弘前店、中三
弘前店、紀伊國屋書店弘前店、ＥＬＭインフォメー
ション、Web 東奥／電話販売（☎青森 017・718・
5544〈平日の午前10時～午後５時〉）
■問い合わせ先　東奥日報社事業局事業部（☎青森
017・739・1249〈平日の午前９時～午後５時〉）
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弘前特別講演
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　刀剣の適切な保存と活用を図るため、刀剣保護プロジェク
トの一環として、刀剣の魅力と手入れなどの伝統的な作法を
学ぶ市民向けの講習会を開催します。刀剣に興味のある人は
ぜひおいでください。
▽とき　10月 15日（土）、午後２時～４時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大会議室
▽内容　講演「刀剣の魅力と見方」…講師・中畑貢さん（日
本美術刀剣保存協会青森県支部長）／刀剣の手入れ実演…講
師・日本美術刀剣保存協会青森県支部会員
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
■問い合わせ・申込先　９月 27 日から、電話で市立博物
館（☎35・0700〈受付時間は午前８時半～午後５時〉）へ。
　

刀剣保護

◁
中
畑
貢
さ
ん

プロジェクト第１弾


