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　平成 29年度の交通災害共済の加入受け付けが、２
月１日から始まります。毎年加入している人も、これ
まで加入していなかった人も、万が一に備え、家族そ
ろって加入しましょう。また、平成29年度の加入か
ら見舞金の支給制度が変わります。
【交通災害共済とは】
　全国どこで起きた交通事故でも、１日以上の通院や
入院、死亡した場合に、災害の程度に応じて見舞金ま
たは弔慰金を支給する制度です。
　道路上において、交通事故でけがをしたり、死亡し
たりした場合に、見舞金または弔慰金が請求できます。
▽加入できる人　①市内に住民登録がある人／②市内
に住民登録がある人と生計を同じにしていて就労また
は修学のため市外に居住している人／③市外に住民登
録がある人で市内にある学校に通学している人
▽共済期間　４月１日～平成 30年３月 31日（４月
１日以降に加入した場合は、加入した日時から）
▽掛け金　１人 350円（４月１日以降に加入しても
同額）
▽申込先　都市政策課交通政策推進室（市役所本館１
階）か岩木・相馬総合支所民生課、各出張所窓口へ。
※総合行政窓口（ヒロロスクエア内）、市民課城東分
室では受け付けできませんので、ご注意ください。
▽支給の対象となる交通事故　自動車同士の事故、歩

行中の自動車や自転車との接触事故、自転車乗車中の
転倒による自損事故など
▽支給の対象とならない交通事故　自動車などが関係
しない歩行中の事故や作業中の事故（道路での転倒、
工事現場や農作業中の事故など）、無免許運転や酒気
帯び運転、自転車の二人乗りなどによる事故、地震、
強風などの天災が原因で発生した事故、ドアに指を挟
めるなどの車両の乗り降りのときに起きた事故など
▽共済見舞金など　けがで通院や入院をしたとき＝見
舞金３万円または７万円（後遺障害が残ったときは
50万円）／死亡したとき＝弔慰金100万円
▽請求期間　交通事故が発生した日から１年以内
▽請求に必要な書類　自動車安全運転センターが発行
する交通事故証明書や医師の診断書などが必要です。
事故によって必要な書類が異なりますので、詳しくは
お問い合わせください。
【交通事故にあったら必ず警察に届け出を！】
　交通事故にあった場合、必ず警察署または最寄りの
交番に届け出してください。同乗者や相手方がいない
自損事故、自転車、バイク等の転倒なども必ず届けま
しょう。届け出をしないと交通事故証明書が発行され
ません。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102）

等級 災害の程度 金額
１ 死亡した場合 100万円
２ 実治療日数

180日以上で
入院 180日以上を含む 15万円

３ 入院 90日以上 180日未満を含む 13万円
４ 入院 90日未満または入院がないものを含む 11万円
５ 実治療日数 90日
以上180日未満で

入院 90日以上を含む 8万円
６ 入院 90日未満または入院がないものを含む 6万円
７ 実治療日数 60日以上 90日未満 4万 5,000 円
８ 実治療日数 30日以上 60日未満 3万 5,000 円
９ 実治療日数 10日以上 30日未満 2万 5,000 円
10 実治療日数 10日未満 2万円

特別
見舞金

自動車損害賠償保障法施行令別表第１級から第３級までの障害
になった場合 50万円

等級 災害の程度 金額
１ 死亡した場合 100万円

２
自動車損害賠償保障法
施行令別表第 1級から
第 3 級各号に掲げる傷
害の場合

50万円

３
重傷（1 箇月（30 日）
以上の治療を要する場
合

７万円

４
軽傷（1 箇月（30 日）
未満の治療を要する場
合

3万円

1日１円で、家族に
大きな安心を

②特例見舞金で救済
　交通事故証明書が発行されない場合は共済見舞金等
が支給されません。このようなときは、治療の期間に
関わらず「特例見舞金」として１万円が支給されます。

③治療開始後早期に見舞金の請求ができます
　平成２9年４月１日以降の交通事故については、治
療見込みの期間に応じて治療開始後、早期に、見舞金
の請求ができます。

①見舞金等の等級が 10 等級から４等級になります
変更前（共済弔慰金、見舞金金額表） 変更後（共済見舞金等金額表）

 変更点

交通災害共済交通災害共済

ｈｉｒｏｓａｋｉ
「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき
 「広報ひろさき」録音版を希望する人は広聴広報課（☎ 35・1194）までお知らせください。

制度に一部
変更があるよ
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所得税・市民税県民税の申告の受け付けが
始まります

税の申告を
忘れずに

　平成 29年度（平成 28年分）の所得税・個人市民
税県民税の申告が、各出張所地区では１月27日から、
市役所では１月31日から始まります。
　申告の日程・個人番号（マイナンバー）の取り扱い
などについて、詳しくは本紙と同時配布の「平成 29
年度市民税県民税申告のお知らせ」をご覧ください。
なお、市民税県民税申告の場合は、同お知らせ最終ペ
ージの申告書を使用し、３月15日までに提出してく
ださい。申告書が複数枚必要な場合は、申告書の写し
やホームページから印刷したものでも利用できます。
■問い合わせ・提出先　市民税課市民税第二・第三係
（市役所新庁舎２階、〒036・8551、上白銀町１の１、
☎40・7025、40・7026）

所得税・消費税確定申告書作成会場の開設

▽とき　２月10日～３月 15日（土・日曜日を除く）、
午前９時～午後４時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）１階多目的ホール
※２月９日までは弘前税務署で対応しますが、混雑が
予想されますので、市立観光館での開設期間にご利用
をお願いします。なお、市立観光館駐車場を利用して
も無料駐車券の発行はしませんので、ご了承くださ
い。
■問い合わせ先　弘前税務署個人課税第一部門（本町、
☎ 32・0331、自動音声により案内しますので、案
内に従って番号を選択してください）

　市営住宅および駅前住宅の入居者で、住宅使用料等
を納期限までに納付できない事情などがある場合は、
ご相談ください。
　受け付けできる相談内容などの詳細は市ホームペー
ジをご確認ください。　

▽とき　１月25日～ 27日の午前８時半～午後８時
▽ところ　財産管理課（市役所新館２階、窓口203）
■問い合わせ先　財産管理課住宅係（☎ 35・1321）
／市営住宅サービスセンター（財産管理課内、☎
40・7013）

市営住宅使用料等納付相談会相談会を
実施します

　「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。
　市民みんなで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

あいさつ運動、ことばを
かけて見守る運動

●強化期間　１月17日～19日 ●市内一斉取組日　１月18日（水）

いじめや虐待のないまちづくりに参加ご協力を！

おり冬休み明けに実施しますので、ぜひ子どもたちへ
の明るい言葉掛けにご協力ください。
※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）

「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
待の未然防止・早期発見・早期対応が可能となります。
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　市では、低迷するごみ処理状況を受け、「弘前市一
般廃棄物処理基本計画」を昨年４月に策定し、『循環
のまち弘前』を目指して取り組みを進めています。
　今年度は主に、古紙類、使用済小型家電、衣類の分
別回収や３キリ（使いキリ、食べキリ、水キリ）運動
などの取り組みを強化し、また、「家庭系ごみの有料化」
についても検討しています。
　これらの取り組みについて、市民の皆さんの意見を

日時 中学校区 会場 備考
１月 27日（金）、午後６時半～ 全中学校区 市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４階）土足可
１月 28日（土）
１回目＝午後２時～／２回目＝午後６時～ 第五中学校区 総合学習センター（末広４丁目）大会議室 土足可

１月 29日（日）
１回目＝午後２時～／２回目＝午後６時～ 第三中学校区 第三中学校（豊原１丁目）体育館 土足不可

２月５日（日）
１回目＝午後２時～／２回目＝午後６時～ 石川中学校区 石川小学校（石川字庄司川添）体育館 土足不可

２月 11日（土）
１回目＝午後２時～／２回目＝午後６時～ 津軽中学校区 中央公民館岩木館（賀田１丁目）大ホール 土足可

２月 12日（日）
１回目＝午後２時～／２回目＝午後６時～ 第二中学校区 弘前地区環境整備センター管理棟（町田字

筒井）２階研修室 土足可

２月 26日（日）
１回目＝午後２時～／２回目＝午後６時～ 船沢中学校区 船沢公民館（折笠字宮川）第１会議室 土足不可

※各会場の駐車場には限りがありますので、公共交通機関の利用や自家用車への乗り合いなどご協力をお願いします。
※土足不可の会場については、設置しているスリッパに不足が生じる場合がありますので履物を持参ください。
※市民文化交流館ホールの会場で、ヒロロ駐車場、弘前駅中央口駐車場、弘前駅城東口駐車場を利用する人には３時間ま
での無料認証を行いますので、会場へ駐車券をお持ちください。

聞き、今後のごみの減量化・資源化推進の参考とする
ため、下表のとおり市内全域または中学校区ごとに意
見交換会を開催します。下表以外の中学校区の日程は
広報ひろさき３月１日号でお知らせします。
　なお、地区別意見交換会は開催する中学校区に居住
していない人も出席することができます。
■問い合わせ先　環境管理課廃棄物政策係（☎
32･1969）

ごみの減量化・資源化について
中学校区別意見交換会開催（１月～２月分）

皆さんの声を
聞かせてください

弘前市都市計画審議会の委員募集市民の皆さんから
公募します

　弘前市都市計画審議会は、都市計画法の規定に基づ
き設置される審議会で、主に市が都市計画を定める場
合に、その都市計画案について調査・審議する機関で
す。都市計画審議会の公正な運営の確保と透明性の向
上ならびに、広く市民の皆さんから意見をいただくた
め、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（議
員、公務員、市のそのほかの審議会などの委員を除く）
▽募集人員　２人
▽募集期間　１月16日～２月 15日（必着）
▽委員の任期・会議の開催　任期は委嘱の日から２年
間。会議は平日の日中に開催予定
▽報酬など　会議１回の出席につき、報酬１万円と交
通費（バス代など）を支給
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参、ファクスまたはＥメール（添付ファイルは１メ

ガバイトまで）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
② 400 字程度の自己 PR（志望動機、抱負、都市計
画に関連したまちづくりの経験など）
※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、都市政策課、岩木・相馬
総合支所、各出張所で配布します。なお、応募用紙は
返却しませんので、あらかじめご了承ください。
▽選考・発表　選考委員会で選考し、結果は応募者全
員に通知するほか、選任された人を委員名簿に記載し、
公表します。
■問い合わせ・提出先　都市政策課（市役所新館１階、
〒036・8551、上白銀町１の１、☎35・1134、ファ
ク ス 35・3765、 Ｅ メ ー ル toshiseisaku@city.
hirosaki.lg.jp）
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放課後児童支援員を募集子どもの見守り
あなたの力で

　学童保育（なかよし会など）に従事する放課後児童
支援員を募集します。
▽要件　平成 29年４月１日現在、満 20歳以上 59
歳までの人で、次のいずれかの資格または経験を有す
る人
①保育士／②幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教
員免許／③社会福祉士／④高卒以上で２年以上児童福
祉事業などに従事したことがある人
※要件に該当しない場合でも、高卒以上で意欲のある
人はご相談ください。
▽業務　放課後や学校休業日の児童の見守り（障がい
のある子どもも一部受け入れています）、保護者に関
する業務（会費の取りまとめなど）、日誌やお便り作
成など
▽勤務時間　
①常勤支援員…学校授業日＝放課後～午後７時までの
うち実働４～５時間程度／学校休業日＝午前７時半～
午後７時までのうち実働８時間程度（シフト制）
②短時間支援員…学校授業日＝放課後～午後７時まで
／学校休業日＝午前７時半～午後７時までのうち週
20時間以内（シフト制）
※学校休業日…土曜日・夏休みなどの長期休業日。な
お、学校行事等により、開設時間に変動あり。
▽募集人員　若干名

▽採用期間　平成 29 年４月１日～平成 30 年３月
31日（試用期間３カ月、更新有り）
▽報酬・社会保障など　①常勤支援員＝時給780円、
社会保険・雇用保険あり、通勤手当（限度額あり）・
賞与（年２回）あり／②短時間支援員＝時給780円、
社会保険なし、雇用保険あり、通勤手当（限度額あり）・
賞与（年２回）あり
※賞与は６カ月継続勤務の場合。
▽休日　日曜日、祝祭日、年末年始（12月 29 日～
１月３日）、その他１週間の労働時間が 40時間（短
時間支援員は 20時間）以内となるように市が指定し
た日
▽申込期限　２月17日（必着）
▽申し込み方法　応募用紙に必要事項を記入し、各種
資格免許証の写しを添付の上、子育て支援課（市役所
本館１階、窓口 105）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、子育て支援課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　書類審査および面接
※面接日は電話で連絡し、市役所内で面接します。
■問い合わせ・申込先　子育て支援課子育て支援係
（〒036・8551、上白銀町１の１、☎40・7038）

 

たか丸賞が決まりました！

　今年度の健幸ひろさきマイレージ制度のたか丸
賞の景品が決定しました。今回は、新型掃除機や
新型オーブンレンジを初め、血圧計や体組成計な
ど、とても豪華なラインナップです。たくさんの
応募をお待ちしています。

健幸ひろさきマイレージ制度って？

　「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る制度です。今まで
受けたことのないがん検診を今回初めて受けて
100 ポイント以上獲得した人は抽選ですてきな
景品（たか丸賞）が当たります。今まで受けたこ
とのあるがん検診を今回再び受けて 100ポイン
ト獲得した人または今まで受けたことのないがん
検診を今回初めて受けて50ポイント獲得した人
は、参加賞（弘前市３施設共通券）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

 

●新型掃除機
●新型オーブンレンジ
●血圧計
●体組成計

 たか丸賞

抽選で何が当たるか
楽しみだね♪

応募し忘れていませんか？まだ間に合います！
●応募締め切り

1月31日（消印有効）健幸ひろさきマイレージ制度健幸ひろさきマイレージ制度

 
シリーズ
国民健康保険の現状

ワンポイント
アドバイス

【医療費控除の申告前に高額療養費支給申請を】
　高額療養費支給申請をする人は、確定申告（医療費控除）の前に領収書の原本（コピー不
可）を持参の上、申請してください。申請後、領収書原本を医療費控除の申告に使用してく
ださい。高額療養費申請に関する問い合わせは、国保給付係（☎40・7047）へ。

　当市では平成 28年４月に「社会保障費等に関する
研究会」を立ち上げ、県内 10 市および当市に人口
が近い全国 18市との比較による分析・研究を行い、
12月に報告書を作成しました。今回は報告書の内容
についてご紹介します（収納率は24市で比較、特定
健診受診率は27市で比較）。
【他市と比較して分かった当市の課題】
○国民健康保険料収納率が低い（24市中、22位）
　平成 27年度国民健康保険料収納率は、前年度より
も約 1％増加して 87.64％となっていますが、他市
と比較すると低い収納率となっています。
○特定健康診査受診率が低い（27市中、21位）
　当市の特定健診受診率は毎年度増加し、平成27年

度は 30.6％となっていますが、他市と比較すると低
い受診率です。
【財政安定運営に向けた方向性】
○医療費適正化・収納率向上対策強化など、市の取り
組みの強化
○健康意識の向上、納付意識の向上に対する働きかけ
○市の施策として実施する事業に係る経費は一般会計
対応を検討
　国保運営協議会では当報告書に対して、委員から「国
保会計の赤字を国保加入者以外を含む全市民の税で賄
うのはいかがなものか。繰り入れは慎重に判断を。」、
「公平さを欠くというのはわかるが、保険料の改定、
繰入はやむを得ない」などの意見が出ました。
　市では委員の意見を踏まえて、今後慎重に課題に対
する対策の検討を進めていきます。

社会保障費等に関する研究会の報告書は、市ホー
ムページに掲載しています。

●津軽の味セット
●洗剤セット
●マッサージクッション

間内にがん検診を受けた人（年齢制限なし）
▽ポイント獲得期間　１月31日まで
▽応募方法　必要事項を記入したマイレージシー
トを付属の封筒に入れて郵送（切手不要）するか、
弘前市保健センター（野田２丁目）に持参または、
応募箱（市役所市民課総合窓口・ヒロロ３階健康
広場窓口に設置）に投函（とうかん）を。
▽マイレージシート配布場所　弘前市保健セン
ター、市役所市民課総合窓口、岩木・相馬総合支
所、各出張所、地区公民館、弘前図書館、弘前文
化センター、総合学習センター、ヒロロ３階健康
広場窓口、検診実施医療機関　
■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）

 

健
け ん こ う

幸レポート

　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。今回のテーマは「職場」です。

　家庭や職場などで気軽に活用
できる「健康ミニクイズ＆体力
テスト」を紹介します。

ひろさき健幸増進リーダーの

　タクシー会社としては日本
初、県内企業の中でも早い段
階で健康宣言した北星交通に
勤務し、健幸増進リーダーと
して学んだことを生かしなが
ら、社員の健康づくりに積極
的に取り組んでいます。
　具体的には、次のような事
を行っています。
①北星交通版健診での基礎代
謝組成・体力測定、補助員へ
の指導、結果の集計
②社内報（月１回発行）への
健康情報掲載
③自社の健康への取り組みに

～私のリーダーとしての取り組み～ 吉野大樹さん

関する講演資
料の作成など
　社員が健康
で一生涯現役
でいてもらう
ことが目標で
す。そのために、「健康への意
識を高める事」「健康について
の知識を広める事」が私達健
幸増進リーダーの職場での役
割だと思っています。
　これからは、健診の結果を
利用して、一人ひとりに改善
できる点などを含めてさらに
アプローチしていきたいです。

健幸増進リーダーからの
ワンポイントアドバイス

～第３回～

※ミニクイズの答え　①…×（正解は悪玉コレステロール）　②…〇　③…×（正解は２人に１人）

健康ミニクイズ（○か×で回答）

① LDL コレステロールは別名善
玉コレステロールである。
②加齢や遺伝のほか、喫煙などの
生活習慣も認知症のリスクである。
③がんは、現在では３人に１人が
かかる病気とされている。

答えは下にあります。

両手を腰に当て、片足立ちを左右で
やってみよう！男性は最長 80秒、
女性は70秒できれば合格です！

開眼片足立ちテスト

※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。

足が 90度
になるよう
に立ってね

■問い合わせ先　国保年金課国保保険料係（市役所新庁舎１階、☎40・7045）
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ホール
▽入場料　1,000円
※無料の託児室を用意します。
■問音楽ネットワーク弘前事務局（今
さん、☎ 32・2007）

市町村トップセミナー

▽とき　１月24日（火）
           午後１時半～４時半
▽ところ　ホテル青森（青森市堤町
１丁目）あすなろ・はまなすの間
▽内容　「20 年後の地域を自分た
ちの手で創り出すために」…講師・
川北秀人さん（I IHOE代表）
▽定員　100人
▽参加料　無料
■問 １月 20 日までに、プラット
フォームあおもり（☎青森 017・
763・5522）へ。

青森県明るい選挙啓発ポス
ターコンクール入賞作品展
▽とき　１月 30日～２月２日、午
前９時～午後８時（最終日は午後３
時まで）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
■問選挙管理委員会事務局（☎ 35・
1129）

こぎん刺し＆珈琲に魅せら
れて移住した人と語る移住
トークイベント
　津軽の地で受け継がれた「こぎん
刺し」と、東北最古の喫茶店が今も
残るなど「珈琲文化」がある弘前。
それぞれの文化に魅了されて当市に
移住した人を招き、トークイベント
を開催します。
　当日は移住支援制度の説明と個別
移住相談も行いますので、首都圏に
知り合いのいる人は周知のご協力を
お願いします。
▽とき　１月29日（日）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　移住・交流情報ガーデン
（東京都中央区京橋１丁目）
▽ ト ー ク ゲ ス ト　角舘徳子さ
ん（こぎん作家）、佐藤智子さん

（Hachicafe 店主）
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（氏名・連絡先を記入）
で、１月23日までに申し込みを。
■問ひろさき移住サポートセンター
東京事務所（☎ 東京 03・6256・
0801、■Ｆ 03・6256・0802、■Ｅ
hif-tokyo@city.hirosaki.lg.jp）

弘前大学大学院人文社会科学
研究科修士論文成果発表会
ＦＤ公開発表会
【修士論文成果発表会】
▽とき　１月25日（水）
　　　　午後1時半～７時
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
（文京町）４階多目的ホールほか
▽内容　２年生の修士論文の発表
【大学院ＦＤ公開発表会】
▽とき　２月１日（水）
　　　　午後２時半～４時半
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
４階多目的ホール
▽内容　１年生などの研究成果発表
※いずれも事前の申し込みは不要。
■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/
jinbun/web/index.html）

お殿様・お姫様衣装
着付け体験

　
　お殿様やお姫様の着付け体験がで
きます。子ども用もありますので、
ぜひおいでください。
▽とき　３月 31日までの午前９時
～午後４時半
▽ところ　武徳殿（弘前公園内）
▽料金　500円～ 1,000 円（入園
料は無料）
■問市みどりの協会（☎33・8733）

第26回日専連全国児童
版画コンクール弘前地区選
作品展示発表会
　市内小学校の児童が応募した作品
から受賞作品約 300 点を展示しま
す。
▽とき　１月 27日～ 29日、午前

第11回自然環境学習会

　ひろさき環境パートナーシップ
21（HEP21）では、市民の皆さん
に自然環境について知ってもらうた
め、学習会を開催します。
▽とき　１月21日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽内容　だんぶり池や県内で見られ
る動植物について、大学生や高校生、
市民が発表します
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問環境管理課環境保全係（町田字筒
井、☎ 36・0677）

サイエンスカフェ in弘前

　究極の薄さと強さを兼ね備え、電
機や熱をよく通す。そんな夢の物質
の不思議な世界を案内します。
▽とき　１月21日（土）
　　　　午後１時～２時半
▽ところ　弘前大学文京町キャンパ
ス総合教育棟３階306講義室
▽内容　「カーボンナノチューブと
グラフェンの世界にようこそ－最も
薄い物質への挑戦－」…講師・齋藤
理一郎さん（東北大学教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学大学院理工学研究科（藤
川さん、☎ 39・3549）

第10回弘前音楽祭
合同コンサート
　音楽ネットワーク弘前に参加して
いる団体が一堂に会する合同演奏会
です。今回は第 10 回記念として、
最後の演目にベートーヴェンの交響
曲第９番を合唱付きで演奏しますの
で、お楽しみください。
▽とき　１月 22 日（日）、午後 2
時～（午後１時半開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大

10時～午後７時（最終日は午後５
時まで）
▽ところ　市民文化交流館イベント
スペース（駅前町、ヒロロ３階）
▽入場料　無料
※ヒロロ駐車場を利用の場合は、駐
車券をお持ちください。駐車料金の
一部が無料となります。
■問日専連弘前事務局（☎39・2277
〈平日の午前９時～午後５時〉）

2016-2017Ｂ２リーグ
青森ワッツホームゲーム
▽とき　第１戦＝
１月28日、午後６
時～／第２戦＝１
月29日、午後２時
～
▽ところ　青森県
武道館（豊田２丁目）
▽対戦カード　青森ワッツ対西宮ス
トークス（兵庫県）
※チケットの販売価格、販売所など
詳しくは、青森ワッツホームページ
（https://aomori-wats.jp/）をご
覧ください。
■問青森スポーツクリエイション（☎
青森017・763・0551）

サタディプラン

　土曜日に小・中学生を対象に、無
料で開催します。
▽日程・会場
【弘前文化センター（下白銀町）プ
ラネタリウム】
○わくわく☆こどもプラネ（子ども
向けのプラネタリウム投影）　２月
４日・18 日・25 日の午前 10 時
半～ 11 時／中央公民館（☎ 33・
6561）
【弘前図書館（下白銀町）】
○おたのしみおはなし会と図書館の
探検隊（絵本の読み聞かせ・紙芝居
などと図書館地下書庫の探検。対象
は小学校１～３年生）　２月４日の
午前 11時～正午／弘前図書館（☎
32・3794）
【市立博物館（下白銀町）】
○親子鑑賞会（開催展覧会の鑑賞。
保護者も無料）　２月４日・11日・

18 日・25 日の午前９時半～正午
／市立博物館（☎35・0700）
【郷土文学館（下白銀町）】
○親子文学散歩（クイズを解きなが
ら観覧）　２月４日・11日・18日・
25 日の午前 10時～正午／郷土文
学館（☎37・5505）
■問各会場へ。
※プラネタリウム、市立博物館、郷
土文学館は市内の小・中学生はいつ
でも無料です。サタディプラン以外
の日もご利用ください。

弘前医療福祉大学短期大学部
県産食材を使った料理作品展
・卒業作品発表会
▽とき　１月29日（日）
　　　　正午～午後４時
▽ところ　土手町コミュニケーショ
ンプラザ１階多目的ホールＡ
▽内容　食育福祉専攻１・２年生に
よる料理作品の展示／専任教員・非
常勤講師による師範作品の展示／体
験コーナー（青森県のグルメマップ
を作ろう、調理師の仕事を疑似体験）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前医療福祉大学短期大学部食
育福祉専攻（三上さん、☎ 27・
1001）

JFAキッズサッカーフェス
ティバル2016あおもり
▽とき　２月５日（日）、午前 10
時～正午（受け付けは午前９時半～）
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
▽内容　FIFA グラスルーツ形式
（ワークショップとゲーム）を取り
入れ、初心者でも経験者でも楽しむ
ことの出来るプログラムです　
▽対象　未就学児～小学校４年生の
男女
▽定員　① U-6（未就学児）、②
U-8（小学 1･2年生）、③U-10（小
学 3･4年生）＝各30人（先着順）
▽参加料　無料
▽その他　参加者は、当日直接会場
においでください／定員を超えた
場合は、参加できない人にだけ連

絡します／多少の雪でも決行しま
すが、悪天候の場合は中止となり
ます。中止の確認は、青森県サッ
カー協会キッズ委員会ホームページ
（http://www.maru-navi.net/
afa-kids/）をご覧ください。
▽申し込み方法　ホームページの申
込フォームに必要事項を記入の上、
ファクスかＥメールで申し込みを。
※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、あらかじめご了承ください。
■問青森県サッカー協会キッズ委員会
（☎十和田 0176・50・2866、■Ｆ
0176・50・2867、■Ｅ afa_kids_
ichikawa@yahoo.co.jp）

第36回小・中美術展

　弘前地区の小・中学生の図工・美
術の優秀作品を集めた作品展です。
期間中は中学校壁新聞展示も同時開
催します。
▽とき　２月３日～６日の午前９時
～午後５時（最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽内容　描画、版画、立体作品、工
芸、デザイン作品の展示
※２月４日の午前11 時から、造形
ワークショップも開催します。
▽入場料　無料
■問造形教育調査研究委員会（教育セ
ンター内、☎26・4803）

こどもの森２月の行事

◎自然教室「ソリ大会」
▽とき　２月５日（日）
　　　　午前10時～正午
▽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）
▽対象　小学生以上（親子参加も可）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、替えの下着・靴
下、雨具、防寒着
※事前の申し込みが必要。
▽冬季開館日　毎週土・日曜日、祝
日と小・中学校の冬・春休み期間
■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）

 イベント
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には、口の健康が大切です。自分や
家族の健康づくりのために、この機
会に理解を深めてみませんか。
▽とき　２月７日（火）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　「口からはじめるアンチエ
イジング」…講師・遠藤寛さん（歯
学博士 〈遠藤歯科〉）
▽対象　市民＝50人程度
▽参加料　無料
■問２月１日までに、電話で弘前市保
健センター（☎ 37・3750、午前
８時半～午後５時）へ。
※本講演会は、平成28年度町会長・
保健衛生委員合同研修会との合同開
催となります。

岩木川市民ゴルフ場
スノーパーク
▽とき　２月11日・12日・25日・
26日の午前 10時～午後１時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
▽内容　スノーアスレチック（迷路、
平均台、島渡り、トンネルくぐり、
的あて、雪山登り、宝探し）／バナ
ナボート広場／雪遊び広場（オリジ
ナル雪だるま作りほか）
▽対象　幼児～小学生＝１日 30人
程度（幼児は保護者同伴）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、着替え
▽申し込み方法　電話かファクス
（氏名・性別・学校名〈園名〉・学年・
連絡先を記入）で申し込みを。
■問 岩木川市民ゴルフ場（☎兼■Ｆ
36・7855）

高長根ファミリースキー場
第13回高長根スキー大会
▽とき　２月11日（土・祝）
　　　　午前11時～午後３時半
▽種目　大回転
▽対象　保育園・幼稚園の年中児～
小学生
▽参加料　1,500 円（各自傷害保
険などに加入を）
■問２月３日の午後５時までに、参
加料を添えて、高長根レクリエー
ションの森（高杉字神原、☎ 97・
2627）へ。

弘前法人会新春講演会

▽とき　２月 16 日（木）、午後４
時～５時半（午後３時半開場）
▽ところ　フォルトーナ（和徳町）
▽内 容　「2017 年の政治経済を
展望する」…講師・岩田公雄さん
（ジャーナリスト・学習院大学法学
部特別客員教授）
▽定員　300人
▽参加料　無料
■問２月８日までに、弘前法人会（☎
36・8274、受付時間は土・日曜
日を除く午前９時～午後５時）へ。

第２回克トレグラウンド
ゴルフ大会個人戦
▽とき　２月17日（金）
　　　　午前９時～午後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
▽内容　グラウンドゴルフ 32ホー
ル個人戦
▽対象　市民および近隣市町村住民
＝112人（先着順）
▽参加料　１人 500 円（傷害保険
料を含む）
▽持ち物　水筒、タオル、外履き、
運動着
▽申し込み方法　申込用紙に必要事
項を記入の上、１月 31日までに申
し込みを。
※申込用紙は克雪トレーニングセン
ターで配布しています。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

弘前市民会館大ホールで
スタインウェイピアノを
弾いてみよう
　「スタインウェイＤ－ 274」と、
ドイツでオーバーホールし甦った
「スタインウェイメモリアル」の 2
台を、コンサートと同様の照明の中、
大ホールのステージで弾いてみませ
んか。
▽とき　2月 18 日の午前 10時～
午後 5時半、19日の午前 9時～午
後4時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽料金　30分 3,000 円

藤田記念庭園冬期開園

▽とき　３月 31日までの午前９時
～午後５時
▽ところ　洋館（大正浪漫喫茶室、
藤田謙一資料室、会議室）、高台部
のみ
▽入園料　無料（会議室は有料）
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

ヒロロスクエアのイベント

【ひろさきアフタースクール「弘前
だけの駄菓子くじ『大王』を作ろ
う！」】
▽とき　２月５日（日）、①午前
10 時半～、 ②午前 11 時～、③午
前 11時半～、④午後１時半～、⑤
午後２時～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽講師　佐藤力雄さん（佐藤製菓）
▽定員　各回 10組（親子、１人参
加も可）
▽参加料　２個300円
※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〉）

農産物づくり講演会

　農業経営の発展に取り組む農業者
で組織する認定農業者連絡協議会
が、農産物づくりのための講演会を
開催します。
▽とき　２月10日（金）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽テーマ　「今年の天候と農産物づ
くり」
▽講師　佐藤士郎さん
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。駐車場に
は限りがありますので、公共交通機
関などのご利用を。
■問岩木総合支所総務課農林係（☎
82・1621）

弘前市民健康推進協議会
健康づくり講演会
　いつまでも生き生きと暮らすため

▽定員　各日 16組（先着順。完全
予約制。高校生以下は保護者かピア
ノ講師の立会いが必要）
▽ 申 し 込 み 方 法　 市 民 会 館
ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
c i ty.h i ro sak i . aomor i . j p /
shiminkaikan/）から申込用紙を
ダウンロードし、ファクスかＥメー
ルで申し込みを。
▽受け付け開始　１月 20日の午前
９時～
■問 市民会館（☎ 32・3374、■Ｆ
32・3381、 ■Ｅ shiminkaikan@
hi-it.jp、第 3月曜日を除く午前 9
時～午後5時）

雪山を歩こう！
スノーシューウォーキング
▽とき　１月～３月の毎週木曜日、
午前10時半～正午
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）周辺
▽定員　20人
▽参加料　無料
▽その他　スノーシュー、ストック
の無料貸し出し有り／ JR弘前駅正
面口前・弘前市立観光館前から無料
シャトルバスを利用できます。詳し
くは問い合わせを。
■問各実施日の２日前までに、岩木山
総合公園（☎ 83・2311、■Ｆ 83・
2635）へ。

星空観察会 inプラネ

【冬の星座と金星（仮題）】
▽とき　２月18日（土）
　　　　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
※受け付けは１階正面ロビーで午後
５時半から行います。
▽内容　プラネタリウムで冬の星座
の特徴や、この時季ひときわ明るく
輝く金星について詳しく解説しま

す。晴天時には屋外で星空観察を行
います。
▽講師　松谷彩音さん、山下諄さん
▽対象　市民＝40人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽持ち物　防寒具
▽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、２月 17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、火曜日は休み）

湯めぐりレクリエーション

▽とき　３月 28 日までの午前 10
時半～午後３時
▽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
▽内容　レクリエーション（約 90
分）をした後に近隣温泉施設へ移動
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。
▽対象温泉施設　山陽、温泉宿清明
館、温泉旅館中野、嶽ホテル、山の
ホテル、ゆだんの宿
▽対象　市民
▽講師　境厚子さん（ひろさきレク
リエーション協会）
▽最少催行人数　10人
※ 1開催につき1団体。
▽参加料　１人 2,000 円～（入浴
代、食事代、保険等などとして）
※予算に応じて対応。無料送迎あり。
▽持ち物　内履き、飲み物、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・希望日・参加人数を記入）もし
くは専用申込用紙で、開催希望日の
2週間前までに申し込みを。
※申し込み後、代表者と詳細な打合
せを行います。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、あらかじめご了承く
ださい。
■問 岩 木 山 総 合 公 園（ ☎ 83・
2311、■Ｆ 83・2635、■Ｅ info@
iwakisansportspark.com）

ロマントピア
健康サポート教室
▽とき　１月 23日～３月 23日の
月曜日～木曜日（２月 27日～３月
２日を除く）、午前10時半～
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）
▽内容　月曜日…水中エアロ／火曜
日…ゆったりヨガ／水曜日…水中ウ
オーキング／木曜日…コア・トレー
ニング
▽対象　65歳以上の市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽その他　JR弘前駅城東口、観光
館バスプール発着の往復無料バスを
運行します。詳しくは問い合わせを。
■問星と森のロマントピア（☎ 84・
2288）

　官民協働により「市民便利帳くらし弘前2017」を作
成しました。
　全ページフルカラーで、行政サービスの最新情報に加
え、市の歴史、文化、レジャー、お出かけ情報、まつり情報、
特産品やお土産品、病院情報などが掲載されており、生
活シーンに合わせて利用することができます。また、避
難所など災害時に役立つ情報も掲載しています。
　２月上旬から３月中旬にかけて全戸配布する予定
ですが、３月 20日を過ぎても届かない場合は、ご
連絡ください。
■問広聴広報課（☎35・1194）

市民便利帳を配布します
市民便利帳

H I R O S A K I  C I T Y  L I F E  G U I D E B O O K

2 0 1 7

弘前市ガイド名所案内・自然歴史・特産品など

行 政ガイド
暮らしの手続き・窓口案内など

生 活ガイド
身近な医療機関のご案内など

6
弘前市ガイド

40
緊急・災害

届出・証明
49

国保・年金・保険・税金 53

58
健康

89
相談窓口

92
施設案内

109
生活ガイド

雪対策

66
福祉（子ども）

60
福祉（高齢者）

64
福祉（障がい者）

85

ごみ・リサイクル

76
くらし

74
学校教育

47

弘前消防本部・病院案内専用電話 ☎0172-32-3999

救急医療情報システムの加入医療機関の問い合わせ

弘前市急患診療所 弘前総合保健センター☎0172-34-1131

夜間や日曜日など、一般の医療機関で受診できないときの救急患者が対象です。
青森県弘前市大字上白銀町1-1

（代表）

☎0172-35-1111

弘前市役所へのお問い合わせ
開庁時間 ： 午前8時30分～午後5時00分 （土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）
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＝２月17日
～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽対象　市民または市内に通学また
は勤務する人＝各30人（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具、メモ帳など
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（住所〈町名まで〉・
氏名・年齢・性別・希望講座名を記
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）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

第２回市民・少年少女
スキー教室
▽とき　１月 28日・29 日の午前
10時～午後３時（受け付けは午前
９時～）
▽ところ　大鰐温泉スキー場国際エ
リア（大鰐町虹貝字清川）
※受付場所は雨池スキーセンター。
▽講師　ＳＡＪ全日本スキー連盟公
認指導員（弘前スキー倶楽部所属）
▽対象　小学生以上の市民（初心者
からエキスパートまで）
▽参加料　3,000 円（スポーツ障
害保険料を含む）
▽その他　講習時のリフト券、ス
キー用具等は各自でご用意を。
▽申し込み方法　１月 17日～ 26
日に、弘前市体育協会（下白銀町、
笹森記念体育館内）、タケダスポー
ツ弘前バイパス店（城東北４丁目）
またはスーパースポーツゼビオ弘前
バイパス店（高田５丁目）へ申し込
みを（受講料は当日受け付けで徴収
します）。
■問弘前スキー倶楽部事務局（☎携帯
080・4519・2611）

ねぷた絵描き方講習会

▽とき　１月29日（日）　
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽講師　津軽錦絵作家協会会員
▽対象　小学生以上＝ 50人（先着
順）

▽受講料　700円
▽持ち物　鉛筆、消しゴム、習字筆、
ボタンばけ
※作品は、雪燈籠まつり期間、津軽
錦絵大回廊に展示します。
■問１月 25日までに、受講料を添え
て、弘前観光コンベンション協会（市
立観光館内、☎ 35・3131）へ。

お抹茶体験と一輪の花

▽とき　１月28日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）和室・調理室
▽内容　抹茶・生け花の体験、簡単
な和菓子作り
▽対象　小学生以下＝ 20人（先着
順。小学生未満は保護者同伴）
▽参加料　１人300円
▽持ち物　ハンドタオル、ふきん、
はさみ
■問 １ 月 21 日 ま で に、 美 育・
食 育 は な か（工藤さん、☎携
帯 090・9747・7480、 ■Ｅ
hanakafamily@gmail.com）へ。
※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。

ジュニアゴルフ教室

▽とき　１月 29日、①午前 10時
～ 11時半、②午後１時～２時半
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場管理
棟（清野袋２丁目）
▽内容　クラブの握り方・振り方・
実際にボールを打つ、パター体験、
的当てゲーム、パターでのボウリン
グゲーム　
▽対象　小学生＝各回４人（先着順）
▽参加料　１人１回1,000円
■問１月 26日までに、岩木川市民ゴ
ルフ場（☎36・7855）へ。

雪崩講習会

▽とき　１月29日（日）
　　　　午前９時～午後３時
▽ところ　講習会…百沢スキー場
（百沢字東岩木山）彩レストハウス、
実技…百沢スキー場駐車場付近
▽講師　清野嘉樹さん（弘前勤労者
山岳会会長）
▽定員　20人程度（初心者・経験
者問わず）

現代セミナーひろさき

現代セミナーひろさき④【そこんと
こどうなの ?? 高齢出産のあれこ
れ】
　高齢出産のリスクや妊婦をとりま
く環境、ホルモンの働きによる心身
の変化などについて紹介します。
▽とき　１月29日（日）
　　　　午後１時～３時
▽講師　三崎直子さん（弘前大学大
学院保健学研究科准教授）　
▽申し込み期限　１月28日（土）
現代セミナーひろさき⑤【ここが知
りたい！「弘前市５つのお城＋１」
のお話】
　弘前藩誕生に深く関わる「種里城」
などの５つの城について、城主や当
時の町の様子、文献から見てとれる
ユニークな事柄などを楽しく紹介し
ます。
▽とき　①…種里城、大浦城、堀越
城、弘前城編＝２月５日（日）、午
後１時～３時／②石川城、和徳城編
…２月 18 日（土）、午後１時～３
時
※受け付けはいずれも午後０時半
～。
▽講師　①＝今井二三夫さん（弘前
文化財保存技術協会理事長）、②＝
三上隆博さん（和徳歴史探偵団団長）
▽申し込み期限　①＝２月４日、②

▽受講料　500円（資料代として、
当日徴収）
▽持ち物　昼食、筆記用具、屋外で
活動できる服装、ビーコン（無料貸
し出しあり）
▽申し込み方法　当日会場で受け付
けます。
■問弘前勤労者山岳会（竹内さん、☎
携帯090・7074・3979）

電話応対・ビジネス
スキルＵＰ講座
　求職者を対象に、コンタクトセン
ターでの就業体験を通じて基本的な
ビジネススキルなどを修得できるセ
ミナーを開催します。
▽とき　①１月 30 日～２月１日、
②２月15日～ 17日
※時間はいずれも午前 10時～午後
４時。
▽ところ　弘前商工会議所（上鞘師
町）
▽定員　各回10人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問キューアンドエー（☎フリーダイ
ヤル0120・535・875）

中級者・初級者
バドミントン教室
▽とき　中級者…２月１日～３月
22日の毎週水曜日／初級者…２月
３日～３月24日の毎週金曜日
※時間はいずれも午前 10 時～正
午。
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽内容　中級者…基本、競技規則、
ゲーム戦略など／初級者…ラケット
の握り方からゲームまで
▽対象　市民＝各20人
▽参加料　無料（各自傷害保険に加
入を）
▽持ち物　ラケット（貸ラケット
有）、室内用シューズ、タオル、飲
み物
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号・教室名（中級・初級の別も）
を記入し、１月26日（必着）までに、
岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒036・
1332、兼平字猿沢32の 11）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。　

■問 岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【インターネット講座】
▽とき　２月２日・９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　インターネットの利用方法
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１月 22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。

バレンタインデー
お菓子作り教室
▽とき　２月10日（金）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽対象　市内に勤務または居住の働
く青少年（おおむね 35歳まで）＝
15人（先着順）
▽参加料　1,000 円（材料費とし
て）
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん、筆記用具
※お菓子は持ち帰りできます。
■問１月 31 日までに、参加料を添
えて、勤労青少年ホーム（☎ 34・
4361）へ。
※材料の準備の都合上、締め切り以
降のキャンセルは参加料を返却でき
ません。

水泳教室（背泳ぎ・平泳ぎ）

▽とき　①背泳ぎ…２月 10 日～
28 日の毎週火・金曜日、午前 10
時～ 11時／②平泳ぎ…２月 16日
～３月 23日の毎週木曜日、午後１
時～２時
▽内容　背泳ぎ・平泳ぎの基本泳法
▽対象　クロールで 25メートル泳
げる市民＝各15人

▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽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・年齢・電話番号・希望の
教室名を記入し、１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）

第28回市民ボウリング教室

▽とき　①２月 11日・② 12日の
午前10時～正午（午前９時半集合）
※１日のみの参加も可。
▽ところ　①弘前ファミリーボウル
（高崎２丁目）／②アサヒボウル（土
手町）
▽対象　ボウリング初・中級の市民
▽参加料　1,000 円（プレー代、
保険料を含む。１日のみの参加は
500円）
▽申し込み方法　２月８日までに、
参加料を添えて、アサヒボウル（☎ 
35・0363）か弘前ファミリーボウ
ル（☎27・4145）のフロントへ。
■問各ボウリング場へ。

ベテランズセミナー

▽とき　２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
▽内容　ごみの減量化・資源化の推
進について
▽講師　市職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度（先着順）
▽受講料　無料
※防寒着の持参を。
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（住所〈町名まで〉・
氏名・電話番号を記入）
で、２月 13 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
日は休み）

１
・
２
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　三日月形の金星を見よ
う
▽とき　１月 21日（土）
　　　　午後５時～７時
★観察会　オリオン座を見よう
▽とき　２月４日（土）
　　　　午後６時～９時
～共通事項～
▽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、月曜日は休み）
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8316、石渡１丁目19の１）へ。
※家族や友人同士の参加ははがき1
枚で応募可。応募多数の場合は抽選
で決定します。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

１月26日は
「文化財防火デー」
　大切な文化財を火災などの災害か
ら守るため、消防訓練を行います。
▽とき　１月28日（土）
　　　　午前10時～
▽ところ　弘前学院外人宣教師館
（稔町）

※訓練の際、消防車がサイレンを鳴
らして走行しますので、火事と間違
えないようご注意ください。
■問文化財課（☎82・1642）

住宅用火災警報器の
設置と点検を
　住宅用火災警報器（以下「住警器」）
の設置が義務化され、昨年６月で
10年を経過しました。現在普及し
ている住警器の多くは電池式で、そ
の寿命は 10年が目安と言われてい
ます。「万が一」というときに警報
音が鳴らないということがないよ
う、定期的に作動確認をしましょう。
作動確認をして住警器に反応がなけ
れば、本体の故障か電池切れのため
交換が必要です。

プールで体力づくり教室

▽とき　２月 16日～３月 23日の
毎週木曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水中での体操、ウォーミン
グアップを兼ねた水中ウォーキン
グ・ストレッチ、簡単な筋力トレー
ニング、ゲームなど
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　水着、水泳帽、タオル
▽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、１月 31日（必着）まで
に、河西体育センター（〒 036・

　また、昨年の住警器設置率は全国
（81％）、管内（64％）でとても低
い状態です。
　消防庁による分析では、住警器を
設置している場合は設置していない
場合に比べ、死者が３分の２、焼損
損害額は半額まで減少するとの結果
が出ています。まだ設置していない
人は住宅防火の「切り札」として、
皆さんの命を守るため、早急に住警
器を設置してください。
■問 弘前消防本部予防課（☎ 32・
5104）

くらしとお金の安心相談会

▽とき　２月１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
※事前の申し込みが必要。
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

相続登記に関する無料相談

  毎年２月の「相続登記はお済みで
すか月間」にちなみ実施します。
▽とき　２月１日～ 28日（土・日
曜日を除く）
▽ところ　県内の各司法書士事務所
※事前に各司法書士事務所に予約
を。
▽費用　初回＝無料（２回目以降や
具体的な手続きは有料）
■問青森県司法書士会（☎青森017・
776・8398）

平成29年度県立障害者職業
訓練校入校生募集
▽募集科と定員　デジタルデザイン
科（平成 29年度から製版科を名称
変更）・ＯＡ事務科＝各 15 人（知
的障がい者以外の障がい者が対象）
／作業実務科＝ 10人（知的障がい

者が対象）
▽応募資格　障がいが安定し、体力
的・精神的に１年間の訓練に耐えら
れ、就職を希望する人で、集団生活
に支障がなく、職業的自立が見込ま
れる人
※その他の要件については、お問い
合わせください。
▽訓練期間　４月～平成 30年３月
（１年間）
▽受付期間　２月８日まで
▽試験日　２月17日（金）
▽応募手続き　弘前公共職業安定所
（南富田町）に備え付けの願書に記
入し、同所に提出を。
■問県立障害者職業訓練校（☎ 36・
6882）

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　【一般コース】造
園科＝15人／配管科＝20人　【若
年者コース】建築システム工学科＝
10人程度
▽訓練期間　【一般コース】４月～
平成 30年３月（１年間）　【若年者
コース】４月～平成 31年３月（２
年間）
▽応募資格　【一般コース】職業に
必要な技能と知識を習得したい人　
【若年者コース】高等学校卒業者（卒
業見込みを含む）および同等以上の
学力を有する人
▽受付期間　2月８日まで
▽試験日　２月16日（木）
※詳しくは問い合わせを。
■問 県立弘前高等技術専門校（☎
32・6805）／弘前公共職業安定
所（☎38・8609）

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証以上
保有者＝２月 10日～ 13日／大型
特殊自動車運転免許証保有者（カタ
ピラ限定なし）＝２月 10 日・11
日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝弘果弘前中
央青果（末広１丁目）
▽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、ハローワークに登録して求
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　10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円／大型特殊自動車運転
免許証保有者（カタピラ限定なし）
＝ 4,000 円（ともに別途テキスト
代1,620 円が必要）
▽申込期間　１月 20日～ 27日の
午前９時～午後５時
※申し込みには、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）

胃がんリスク検診

　平成 29年３月
31 日までに 40 
歳・45 歳・50 歳・
55 歳になる人を
対象に、胃がん
リスク検診の受診券を送付していま
す。
　この検診は、血液検査で胃粘膜の
萎縮度とピロリ菌感染の有無を検査
し、胃がんになりやすいかどうかの
危険度をＡ～Ｄ群に分類するもので
す。対象者は無料で受診することが
できますので、ぜひ受診してくださ
い。なお、胃がんリスク検診は、胃
がんを直接見つけるものではないの
で、これまで同様、胃がん検診も受
診しましょう。
■問 弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

自衛官募集

【予備自衛官補】
▽応募資格　一般＝ 18歳以上 34
歳未満の人／技能＝ 18歳以上 55
歳未満で国家免許を有する人
▽受付期間　４月７日まで
▽試験日　４月15日
※詳しくは問い合わせを。
■問自衛隊弘前地域事務所（☎ 27・
3871）

 その他
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環境整備
センタープラザ棟

の教室

▽持ち物　タオル４枚・手ぬぐい２
枚（どちらも使い古しのもの）、昼
食
※作業しやすい服装でおいでを。初
めて参加する人を優先します。
▽申し込み開始　１月20日（金）～

ペットボトルで作った
室内空気ロケットを
飛ばして学ぼう
　気圧の勉強をしなが
らペットボトル容器で
空気ロケットを作っ
て、飛ばして遊びま
しょう。参加者全員に
記念品があります。
▽と き　１月 29 日
（日）、午前の部…10時～正午、午
後の部…１時～３時
▽講師　福田智好さん（弘前市少年
少女発明クラブ会長）
▽定員　30人程度（保護者同伴）
▽持ち物　1.5ℓペットボトル入り炭
酸飲料
▽申し込み開始　１月21日（土）～

親子で楽しむ冬のエコ
スイーツクッキング教室
　食材の皮な
ども無駄にし
ないで使うエ
コなお菓子を
作ってみませ
んか。
▽とき　２月 11 日（土・祝）、午
前９時半～11時半
▽内容　ヘルシーなおから入りどら
やき、皮付きりんごのキャラメリゼ、
紅茶作り
▽講師　環境整備センタープラザ棟
職員
▽定員　親子＝ 15組（小学校６年
生までの子とその保護者）
▽持ち物　エプロン、ふきん、中皿
１枚、マグカップ、フォーク、スプー
ン
▽申し込み開始　１月20日（金）～

 ～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
■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
曜日は休館日）へ。

ピアノミニコンサート　

　家族や友達
と一緒にすて
きなピアノの
音 色 を 聴 い
て、ゆっくり
とした時間を過ごしませんか。
▽とき　１月 28 日（土）、午後４
時～５時
▽演奏者　虎谷順一さん（弘前オペ
ラ音楽監督）
※事前の申し込みは不要。

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りま
す。
▽とき　１月 28 日（土）、午前９
時半～午後３時
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　中学生以上＝20人
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選挙「寄附の禁止」ホームペー
ジ（http://www.soumu.go.jp/
senkyo/senkyo_s/naruhodo/
naruhodo08.html）をご覧くださ
い。
■問選挙管理委員会事務局（☎ 35・
1129）

福祉の仕事相談フェア

　福祉の仕事を希望する一般求職者
や学生の就職活動を支援するため
に、求人事業所によるプレゼンテー
ションと個別面談・相談会を開催し
ます。
▽とき　１月28日（土）、午前10
時～正午（受け付けは午前９時半～）
▽ところ　社会福祉センター（宮園
２丁目）２階会議室
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前福祉人材バンク（弘前市社会
福祉協議会内、☎36・1830）

差押財産の公売

　不動産や動産などの差押財産を、
インターネットオークションを利用
して売却するインターネット公売を
実施しています。公売情報や入札方
法などは、県ホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/008_koubaiindex.html）を
ご覧になるか、問い合わせを。
■問中南地域県民局県税部（☎ 32・
4341）

弘前～十和田シャトルバス
２月運行
～便利なシャトルバスで美しい十和
田湖冬物語を楽しみませんか～
▽運行日　２月の毎週土・日曜日
▽コース（抜粋）　
①弘前出発コース　往路…弘前大学
前発（午前８時 15分）～弘前バス
ターミナル～ＪＲ弘前駅～ＪＲ大
鰐温泉駅～十和田湖着（午前 11時
半）／復路…十和田湖発（午後２時
半）～ＪＲ大鰐温泉駅～ＪＲ弘前駅
～弘前バスターミナル～弘前大学前
着（午後５時35分）
②十和田湖出発コース　往路…十和
田湖発（午前９時）～ＪＲ大鰐温泉
駅～ＪＲ弘前駅着（午後０時15分）

／復路…ＪＲ弘前駅発（午後２時半）
～ＪＲ大鰐温泉駅～十和田湖着（午
後４時半）
▽料金　片道3,500円、往復6,000
円
▽割引制度　大学生（短大・院生含
む）または 10人以上で利用する団
体は往復料金が3,500円
▽最少催行人数　２人
▽その他　利用７日前までの予約が
必要です
※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。
■問弘前出発コース…弘南バス観光
部（☎ 38・2255）／十和田湖出
発コース…十和田タクシー（☎鹿角
0186・35・2166）

雪崩による被害を
防止しましょう！
　当市は全域が豪雪地帯であり、雪
崩危険箇所数は 60カ所あります。
県内では、２人の犠牲者がでた平成
19年２月の八甲田山での雪崩をは
じめとして、多くの雪崩被害が発生
しています。家の裏、生活道路や通
学路、スキー場などのレジャー区域
など、危険はさまざまな形で身近な
場所に潜んでいます。積雪時は斜面
を注意深く観察し、兆候を発見した
ら早めの避難・連絡を心がけてくだ
さい。
　１人１人が『心の防災スイッチ』
をＯＮにして、雪崩災害による被害
ゼロを目指しましょう。
■問防災安全課（☎40・7100）

岩木川市民ゴルフ場
冬期間の利用
　冬場の健康・体力作りに岩木川市
民ゴルフ場を利用しませんか？
▽利用期間　3月中旬ころまで
▽利用時間　午前 9時～午後 4時
※会議室・交流室は午後 9時まで
利用可能。
▽利用内容　スノー広場…歩くス
キーコース（500ｍ）、スノー滑り
台、その他スノーシュー、雪遊び、
各種イベント等で利用可能。歩くス
キーセット、各種そり、スノーシュー

求職者支援訓練の受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【オフィス事務秘書科】
▽とき　３月１日～６月30日
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽申し込み締切　２月２日
【経理事務基礎科】
▽とき　３月13日～７月 12日
▽ところ　キャリアスクール・ソフ
トキャンパス弘前校（土手町）
▽申し込み締切　２月15日
【医療クラーク養成科】
▽とき　３月27日～７月 26日
▽ところ　ニチイ学館青森支店弘前
教室（表町）
▽申し込み締切　２月28日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申し込み締め切り日まで
に各訓練施設へ受講申込書の提出
を。
【職業訓練説明会】
　職業訓練制度の概要と、各訓練施
設からの訓練内容説明を行います。
▽とき　１月 27日、２月 28日の
午後２時～４時
▽ところ　市民文化交流センター
（駅前町、ヒロロ４階）
■問 弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

政治家の寄附は禁止、
有権者が求めることも
禁止されています！
①政治家の寄附の禁止
②政治家に対する寄附の勧誘・要求
の禁止
③政治家の関係団体の寄附の禁止
④後援団体の寄附の禁止
⑤年賀状などのあいさつ状の禁止
⑥あいさつを目的とする有料広告の
禁止
　詳しくは、総務省なるほど！

を無料で貸し出します。／会議室・
交流室…会議、各種イベント、軽い
運動スペースとして利用できます。
▽利用料金　無料　
※物品販売、会費徴収するものは有
料。
▽その他　中学生以下のみの利用は
できません。団体利用の場合は事前
の予約が必要です。
▽申し込み方法　個人利用の場合…
当日窓口で受け付け／団体利用の場
合…利用前に利用者名簿を提出して
ください。
■問 岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

多重債務・消費生活
法律相談会
　多重債務者が債務を整理して生活
再建に向かうための手助けとして、
弁護士が無料で相談に応じます。ま
た、多重債務以外の消費生活に関す
る法律相談にも応じます。
　相談希望者は、事前予約の上、債
務状況が分かる資料などを持参して
ください。詳しくは問い合わせを。
▽とき　１月28日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽対象　市民＝４人
■問１月 17日から、電話で、市民生
活センター（☎34・3179）へ。

津軽広域水道企業団の
入札参加者申請受付
　平成 29年度の申請を受け付けし
ます。希望者は受付期限までに提出
してください。
▽対象　建設工事の請負／測量・設
計などの建設関連業務／製造の請負

や物件の買入など／清掃・保安など
の点検業務
▽有効期間　平成 29年８月１日～
平成30年７月 31日の１年間
▽受付期限　２月28日（火）
▽申請方法　「指名競争入札等参加
資格申請書」に必要書類を添付して、
津軽広域水道企業団津軽事業部総務
課（〒036・0342、黒石市石名坂
字姥懐２）へ提出を。詳しくはホー
ム ペ ー ジ（http://www.tusui.
jp/）をご覧ください。
■問津軽広域水道企業団津軽事業部総
務課（☎52・6033）

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を。
▽とき　２月４日・25 日の午後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）

小さな掛金、大きな補償！
スポーツ安全保険
　スポーツ安全保険は、アマチュア
のスポーツ活動、文化活動、ボラン
ティア活動、地域活動などを行う社
会教育活動（４人以上の団体）を対
象とした保険です。
▽対象となる事故　団体活動中や往
復中の事故など

※自動車事故による傷害保険は適用
されますが、賠償責任保険は適用外
です。
▽補償内容　傷害保険（通院、入院、
後遺障害、死亡）、賠償責任保険、
突然死葬祭費用保険
▽加入受付期間　３月１日～平成
30年３月 30日
▽保険期間　４月１日の午前０時～
平成30年３月 31日の午後 12時
▽掛け金　１人年額 800 円～ 1万
1,000 円（年齢、活動内容などに
より異なります）
■問スポーツ安全協会青森県支部（☎
青森 017・782・6984〈平日の
午前９時～午後５時〉）

 

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
２／　　
　　　12

よしだ耳鼻科・小児科（中
野２）

☎33・2306

26 たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456
歯　科

２／5 遠藤歯科（代官町） ☎36・5560
11 赤石歯科医院（上瓦ケ町）☎33・4181
12 関歯科医院（和泉１） ☎26・2789
19 あまない歯科医院（神田

１）
☎88・6400

26 盛歯科クリニック（桔梗
野１）

☎33・8148

内　科
２／5 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
12 さがらクリニック（桔梗

野１） ☎37・2070
19 佐藤内科小児科取上医院
（取上２） ☎33・1191

26 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  175,843人　   （－          99）
　 男　　  80,638人　   （－           35）
　 女　　  95,205人　   （－       64）
・世帯数　 71,560世帯    （－          20）
平成 28年 12月１日現在（推計）

有 料 広 告
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弘前城雪燈籠まつり「弘前雪明り」
ボランティア募集

　市民手作りのお祭り「弘前城雪燈籠まつり」の期間中、弘前
公園北の郭（くるわ）で開催される「弘前雪明り」の運営ボラ
ンティアを募集します。園内を飾る、ろうそくのほのかな明か
りをあなたの手でともしてみませんか。
▽日程と内容　２月９日～12日、昼の部（午後１時～５時）
＝ろうそくを入れるカップへの雪詰めおよびカップの会場内
への設置など／夜の部（午後４時～９時半）＝ろうそくを入
れるカップへの雪詰め、ろうそくの点火、来場者へのカップ
の配布、終了後のカップの回収など
▽その他　謝礼や交通費、食事の支給・提供はありませんが、
弘前城無料入園券を１枚進呈します／屋外での作業のため、
防寒対策を忘れずに。
■問い合わせ・申込先　１月30日までに、観光政策課（☎
35・1128）へ。

有 料 広 告 有 料 広 告
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　弘前城雪燈籠まつりに先立って、
雪燈籠制作のワークショップを行い
ます。「雪燈籠を作ってみたいけど、
作り方が分からない」という人は、
この機会に雪燈籠を作ってみません
か。
▽とき　２月４日・５日
　　　　午後１時～４時
▽ところ　弘前公園
▽内容　市職員がサポートしなが
ら、５人で１基の雪燈籠を制作しま
す。
※２日間で１基を制作する予定です
が、いずれか１日のみの参加も可能
です。

　今、当市の教育現場が変わりつつあります。小中一
貫教育、チャレンジ卍、コミュニティ・スクール、テレビ
会議に子ども議会…。果たしてどんな取り組み !?
○放送日　１月21日（土）、午前11時 15分～ 11時半
○放送局　青森テレビ（ATV）

「今、こんな教育しています！
～みんなで支える子どもの成長～」

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”
市のテレビ番組

 雪燈籠制作ワークショップ         雪燈籠制作ワークショップ        

▽対象　市民、今年の雪燈籠まつり
での雪燈籠制作新規申し込み団体＝
15人程度
※制作はのこぎりなどを使いますの
で、小学生以下は保護者同伴で参加
してください。
▽その他　制作用の道具は市で用意
しますが、屋外での作業となります
ので、防寒具・手袋・長靴は各自で
準備してください／弘前公園には駐
車場がありませんので、あらかじめ
ご了承ください。
■問い合わせ・申込先　１月 31
日までに、観光政策課（☎ 35・
1128）へ。


