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鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎岩木かちゃらず会こぎん刺し体験
と小物販売
▽とき　毎週日曜日、午前 10時～
午後３時（こぎん刺し体験の受け付
けは午後２時半まで）
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽体験料　１枚 250 円～（コース
ター、しおりなど）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

弘前公園スマートグラス
ガイドツアー

　スマートグラスを使用し、ツアー
ガイドと共に弘前公園を巡ります。
スマートグラスで弘前公園の満開の
桜や弘前城の曳屋（ひきや）の動画
を楽しんでみませんか。
※スマートグラス…装着することに
より音声付映像や 360 度のパノラ
マ映像が楽しめるメガネ型の機器
▽とき　３月 31 日までの午前 10
時半～、午後2時～
※所要時間は約70分。
▽コース　藤田記念庭園～追手門～
南内門～下乗橋～本丸展望所～武徳
殿
▽対象　中学生以上
※保護者の同意があれば小学生以下
の体験も可。
▽体験料　1,000円
▽対応言語　日本語、英語、韓国語、
北京語、タイ語
■問市みどりの協会（藤田記念庭園事
務所、☎ 37・5525、■Ｈ http://
www.h i rosak ipark .o r. jp /
hujita/stguide.html）

島田澄子 浅野清ソプラノ＆
ピアノリサイタル
～素敵にジャポニズム～
▽とき　３月 25 日（土）、午後１
時半～（午後１時開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料（全席自由）　前売券＝
2,000円、当日券＝2,500円
▽チケット販売所　中三弘前店、
トーオー楽器、さくらミュージック、
弘前文化センター
■問青森舞台芸術研究会（☎携帯
090・8254・0047）

南富田町体育センターフリー
マーケット大市 出店者募集
▽とき　４月1日～平成30年３月
31日の毎月第１日曜日、午前９時
～正午
▽ところ　南富田町体育センター和
室および風除室前
▽出店料　１組１区画（和室〈畳３
枚分〉、風除室〈３ｍ×６ｍ〉）＝
1,000円
▽募集店舗数　和室＝ 10店舗、風
除室＝２店舗（毎月先着順）
▽出店資格　リサイクル目的の一般
家庭不用品および手作りの工芸品・
園芸品であること／開催日現在で、
出店者が満 18歳以上であること／
営利目的としていないこと。
▽販売禁止品　飲食品（たばこ、酒
類を含む）、薬品類、生き物 ほか
※その他にも出店資格、出店条件が
あります。詳しくは問い合わせを。
▽申し込み方法　南富田町体育セン
ター窓口へ出店料を持参の上、直接
申し込みください。
■問南富田町体育センター（☎ 34・
6122）

「知ってトクする医療・介護」
講演会＆「いしゃ先生」上映会
　津川信彦さんによる講演会と、昭
和初期に山形県大井沢村でへき地医
療に取り組んだ女医・志田周子さん
の実話をもとにした映画の上映会を

行います。
▽とき　４月 23 日（日）、午前の
部＝ 10時～午後０時 15分／午後
の部＝１時45分～４時
※ともに 30分前開場。午前、午後
ともに同内容。
▽ところ　土手町コミュニケーショ
ンプラザ多目的ホール
▽対象　市民＝150人（先着順）
▽参加料　無料
■問電話かファクスで、青森県保険
医協会事務局（広野さん、☎青森
017・722・5483、■Ｆ青森 017・
774・1326）へ。

春休みパワーアップ教室
▽とき　３月 27 日（月）、午前の
部＝９時～正午、午後の部＝１時～
５時
※途中休憩、昼食時間あり（昼食の
持参を）。
▽ところ　南富田町体育センター体
育室
▽内容　午前の部＝コーディネー
ション、フットサル、バレーボール
／午後の部＝ラケットテニス、バド
ミントン、バスケットボール、卓球
▽対象　市内の小学生＝ 40人（先
着順）
▽参加料　800円
■問３月 20日までに、南富田町体育
センター（☎34・6122）へ。

市政情報
Town Information

　   暮らしの
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●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／
●相馬庁舎　☎ 84・2111
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▽とき　３月 26 日（日）
　　　　午前７時～
▽ 放 送 局　 エ フ エ ム 青 森

（80.0MHz）

　エフエム青森「小野寺あきひ
このスクラム！」に葛西市長が
ゲスト出演します！お楽しみ
に !!

葛西市長と

小野寺青森市長の
軽快本音トーク !?

　広報ひろさきは、市民の皆さんと行政をつなぐ重要
なツールとして、行政情報をはじめとする身近な情報
をお届けしています。発行は、1日号と 15日号の月
2回で、各町会を通じて配布。町会には、発行日の2
日前にはお届けしていますので、早期の配布にご協力
ください。なお、アパートやマンションなどで、管理
人や代表となる人がいて、ほかの入居者にも配布して
もらえる場合、その人にまとめて郵送しているところ
もあります。何人かで組（グループ）を作っていただ
ければ、代表の人にまとめて郵送しますので、広聴広
報課広聴広報担当（☎35・1194）へご連絡ください。
　このほか、広報ひろさきは、市の主な施設や市内の
金融機関、郵便局、スーパーマーケット（カブセンター
各店、ベニーマート、マックスバリュ各店、ユニバー
ス各店）などにも備えてあります。また、市ホームペー
ジにも掲載していますので、ご利用ください。

配布について１

　県広報広聴協議会主催の平成28年青森県広報コン
クールで、昨年の「広報ひろさき」11月１日号が広報
紙部門で総合１位となる特選を3年連続で受賞し、5
年連続で日本広報協会主催の全国広報コンクールへ推
薦されることになりました。また、
組み写真の部でも９月
１日号が入選を受賞し
ました。
　特選を受賞した11
月１日号には「ふる
さと納税リニューア
ル」の特集記事を掲
載。特集のレイアウトや企画
内容、各コーナーの色使いや
誌面構成など、総合的な完成
度の高さが評価されました。

昨年 11 月１日号の表紙・特集（上）と９月１日号の組み写真（下）△

県広報コンクールで
３年連続特選

２
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hirosaki neputa festival

168万人を魅了

　8月１日から７日にかけて開催された、国の重要無形民俗文化財「弘前ねぷたまつり」。１日から４日まで土手
町コースを、５日・６日には駅前コースを運行し、勇壮 ･華麗な火扇が弘前の夏の夜空を焦がしました。会期中の
人出は過去５年間で最も多い168万人を記録。次々と迫りくる迫力の鏡絵と、過ぎ去るはかなげな見送り絵に、
沿道に詰めかけた観客らは短い弘前の夏を重ね、拍手と歓声を送りました。
　笛の音や太鼓の音、「ヤーヤドー」の掛け声が、期間中練り歩いたねぷたをいざない、７日の夜、岩木川河川敷
で行われた「なぬかびおくり」でまつりのフィナーレを迎えました。

弘前ねぷたまつり
グラフ特集

hirosaki neputa festival
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リニューアルでより魅力的に。

ひろさき応援寄附金の詳細は市ホームページをご覧
ください。

■問い合わせ先　広聴広報課（☎0172・40・049
4）

ふるさと納税をしよう！

4

津軽塗 夫婦椀
約 50もの工程と２カ月以上の日
数を費やして生み出される優美な
漆器のお椀

飯寿しセット
新鮮な山や海の食材と津軽のもち
米、彩りのにんじんなどを本醸造酢
で漬け込んだ３点セット

りんごの木の
ソープディスペンサー
樹脂ボトルをりんごの木と人工大理
石で作った本体でかぶせるタイプ

アップルパイ食べくらべ
セット（２個）
酸味が特徴の品種「ブラムリー」と、さ

わやかな甘みがある品種「ふじ」のセット

k
キ モ リ

imori  シードルセット
（375ml × 2）
りんごを発酵させて造った、果実
感を楽しめるお酒

 ひろさき応援寄附金の申し込み方法

　　ひろさき応援寄附金への寄附のお礼は「弘前ら
しいもの」!!

　これまでは 11品を用意していましたが、今回
のリニューアル

で、シードルや津軽塗、ブナコなど、78品に拡
充し、魅力あふ

れる品を幅広く取り揃えましたので、その一部を
紹介します。

※寄附金額により選択できる返礼品が異なります
。２　 返礼品の拡充　

ブナの木を有効活用し、ユニークな製法で

手作りされた木工品のティッシュボックス

a
あ え る
eru 青森県から津軽塗りの
こぼしにくいコップ
子どもの手でも包むように持つことができ、段差

に

よって、指で支えやすく、落としにくい形のコップ

嶽
だけ
きみセット（10本）

岩木山のふもとの高原で栽培される
甘いとうもろこし

弘前城セットA
（720ml × 2本）
淡麗な味わいの純米酒と、フルーティーで

すっきりとした味わいのにごり酒のセット

サンふじ・王林セット
（18個）
日本一の生産量を誇るりんごの産地・

弘前から自慢のりんごを直送

１
　弘前ねぷたまつりを全国に PRするため

に、「弘前４大まつり応援コース」を「弘前

ねぷたあどはだりコース」とし、寄附者へ今

年のねぷた運行に使われたねぷた絵をプレゼ

ント！

弘前ねぷたあどはだり

コースを新設
コース内容

対象　12 月までに「弘前ねぷたあど

　　　はだりコース」へ１万円以上寄

　　　附した人
　　　※ 12月末までに入金確認がと

　　　れた人に限ります。
特典　対象者の中から抽選で、ねぷた

　　　絵をプレゼント（平成29年２

　　　月ごろ発送予定）

写真提供：株式会社和える

返礼品の提供事業者も募集しています。詳しくは問
い合わせを。

　次のいずれかの方法で申し込みください。

①寄附申出書（市ホームページからダウンロード

または窓口で配布）を広聴広報課へ送付

②ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイ

ス」から申し込み（クレジットカード決済のみ）

■問い合わせ先　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）

左の紙を切り取って、大切
な人への手紙や仕送り・贈
り物などに添えて、ふるさ
と納税をPRしよう！

写真提供：木村
木品製作所

広聴広報課シティプロモーション担当

　　川口 未央 主事

↓手紙やメモとしてご利用ください

B
ブ ナ コ

UNACO ティッシュボックス
SWING（ダークブラウン） ※内容量が変更となる場合があります。

※内容量が変更となる場合があります。

※写真はイメージです。

ねぷた絵が特典！
12 月まで !!

11 品から 78品に！ 

　「弘前ねぷたあどはだりコース」の新設は、

ねぷたまつりを観覧中に「この美しいねぷた

絵をもらったらうれしいのでは？」と思った

ことから。早速、各ねぷた運行団体に相談し

たところ、多くの団体から「協力したい」と

の温かいお返事が。「これだ！」と思い新設し

ました。返礼品も大幅に拡充し、魅力アップ

しています。ぜひ、県内外の家族や友人、親

せきの皆さんへ「弘前のふるさと納税」の紹

介をお願いします。

「ふるさと納税」で弘前の魅力を全国へ

皆さんが普段、何気なく見ている広報誌。
ここでは、広報ひろさきのことを少し紹
介したいと思います。

ちょっと気になる

“広報”のはなし

 

●とてもおしゃれで、どこにでも誇れる広報誌だと自慢
したくなる
●弘前の最新の情報が読みやすくレイアウトされていて、
楽しく読むことができる
●文字をもう少し大きくしてほしい
●表紙がいつも良くて、早く中を読みたくなります
●暮らしの information が充実しているので、よく見る
●直近１年間分は保存し、その中でも特にお気に入りは
さらに長期保存している
●もう少し、弘前の昔を知る情報コーナーなどがあれば
良いと思います
●イベントなどの情報がもう少し早く知ることができれ
ばと思うことがある
●たか丸くんが親子で好きなので、いっぱい登場してほ
しい！
●１日号のカラーの表紙は他県の方々からも素敵だと言
われる

　読者である市民の皆さんは広報ひろさきについてどう思っているのでしょうか。
これまで寄せられたご意見・感想の中から、一部を紹介します。
　広報担当では、皆さんから寄せられた意見をよりよい誌面づくりのために生かし、
今後も分かりやすく、より多くの市民の皆さんに愛され親しまれる広報誌づくりに
取り組んでいきますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。読者の声

３

●プレゼントクイズや、小・中学生も楽しめるコーナー
が増えるとさらに良い
● smile 通信の赤ちゃんたちの笑顔にいつも癒されます
●弘前はイベントが非常に多いので、暮らしの
information は必ず目を通しています
●15日号は特に必要性を感じない
●弘前市内のお店などの紹介コーナーを作ってほしい！
●毎月２回、家族で見て話し合いをしたり、子どもたち
に市政・仕組みや弘前市の動きを学ばせています
●近着図書紹介のコーナーは、次に借りる本の参考にし
ている
●白黒でもいいのでは…
●食改さんおすすめレシピをよく見ます。時々参考にし
て料理しています
●今弘前市で取り組んでいることやイベント情報などが
一目で分かるので、広報を参考にして活動（行動）して
います


