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「いきいき健診」受診者募集
平成 29年度

　この健診は、市民の健康寿命延伸を目的に市と弘前
大学が実施するもので、おおむね 65歳以上 80歳ま
での市民を対象に、全身の健康チェックを行います。
　いつまでも元気でいきいきと暮らすには、“あたら
ないこと”（脳卒中にならない）、“動けること”（ロコ
モにならない）、“もの忘れがひどくならないこと”（認
知症にならない）が大切です。そのためには、定期的
に体のチェックをすることが重要ですが、チェックし
た内容を理解することも大切です。今回の健診では、
健診内容をできるだけ簡単にわかりやすく説明しま
す。また、頭部MRI 検査が無料で受けられますので、
この機会にぜひ「いきいき健診」を受診しましょう。
　なお、約 10年間、隔年で体のチェックを行います
が、途中参加は基本的にできません。募集は今回限り
となりますので、早めの申し込みをお願いします。
▽募集期間　３月17日～４月 17日（必着）
▽定員　1,500人（先着順）
▽実施期間　６月10日～ 16日
※受付時間は午前７時～９時。
▽実施場所　中央公民館岩木館および岩木文化セン
ターあそべーる（賀田１丁目）
※会場までの移動については、市が用意するバスまた
は自家用車などでおいでください。
▽対象者　下記の要件をすべて満たすおおむね65歳
以上 80歳までの市民
①昭和 12年１月１日～昭和 27年 12 月 31 日生ま
れの人
②平成 29年度の受診後、隔年で実施する健診を受診
することに同意できる人（健診初年度を含め、約 10
年間の健康調査〈隔年実施〉を予定）
※介助が必要な人を除きます。また、平成29年度岩
木健康増進プロジェクト健診と、いきいき健診との重
複受診ができますので、できるだけ両方の健診を受診
してください。

▽健診内容　血圧・動脈硬化度測定、体力・運動能力
測定、認知機能検査、聞き取り調査（既往歴、喫煙状
況、飲酒状況、運動習慣等）、画像診断（頭部MRI 検査）
ほか
※所要時間は３～５時間程度。頭部MRI 検査は受診
日とは別の日に市内の病院で実施します。
▽受診料　無料（ただし、頭部MRI 検査の病院への
移動費用は各自負担）
▽申し込み方法　健康づくり推進課、福祉政策課、ヒ
ロロ健康広場、岩木・相馬総合支所民生課、各出張所
に備えつけている申込用紙に必要事項を記入の上、各
窓口に申し込みするか、住所、氏名（フリガナ）、性別、
生年月日、電話番号、受診希望日（①平日のみ希望、
②土日のみ希望、③平日・土日どちらでも可）、会場
までの移動手段（①市のバス、②自家用車他）を記入
の上、はがきかファクスまたはＥメールで申し込みく
ださい。なお、受診決定者には、受診日時が記載され
た通知を送付します（５月中旬予定）。
※この健診に関する予算については、平成29年第１
回市議会定例会で審議され、その可決をもって健診を
実施します。
■問 い 合 わ せ・ 申 し 込 み 先　健康づくり推進
課（〒 036・8711、野田２丁目７の１、☎ 37・
3750、ファクス 37・7749、Ｅメール kenkou@
city.hirosaki.lg.jp）／健診内容について…弘前大
学大学院医学研究科社会医学講座（☎39・5041）

頭部ＭＲＩ検査も
無料でできるよ！
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「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。
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　4月 1日から、弘前市立図書館の管理運営（一部
を除く）は、郷土文学館を含めて、ＴＲＣ（図書館流
通センター）・アップルウェーブ・弘前ペンクラブ共
同事業体が行います。そこで、弘前市立図書館（弘前
図書館・岩木図書館・こども絵本の森）が民間運営さ
れることで、どのように変わるのかをお知らせします。

　　　開館時間や休館日は変更ありません

　開館時間や休館日は、これまでと変わらず下記の通
りです。また、民間の運営に代わることによって図書
館等の公共性が損なわれることはなく、自由に公平、
平等に利用できます。
◆弘前図書館（下白銀町）
月～金曜日…午前９時半～午後７時
土・日曜日、祝日…午前９時半～午後５時
※休館日＝毎月第3木曜日、年末年始と蔵書点検期間
◆岩木図書館（賀田１丁目）
火～金曜日…午前９時半～午後７時
土・日曜日、祝日…午前９時半～午後５時
※休館日＝毎週月曜日、年末年始と蔵書点検期間
◆こども絵本の森（駅前町、ヒロロ３階）
毎日…午前10時～午後６時
※休館日＝毎月第3木曜日、蔵書点検期間
◆郷土文学館（下白銀町）
毎日…午前９時～午後５時
※休館日＝年末年始、企画展などの準備期間

　　　新たなサービス

　利用者から寄せられた要望や苦情の一部に対応しな
がら、民間ならではのサービスを新たに取り入れた運
営を行います。
【冊数は無制限で貸し出します（調整中）】
　貸出冊数は 6点以内としてきましたが、無制限（2
週間以内に読めるだけ、雑誌・視聴覚資料を除く）に
拡大します。

【県内在住者は利用者カードを作れます（調整中）】
　弘前図書館の利用者カードを作成できる人は、市内
に居住の人としていましたが、県内に居住の人に拡大。
【書籍消毒器の設置】
　図書がカビ臭い、たばこ臭いといった意見・苦情を
受け、１階閲覧室に自動の書籍消毒器を設置します。
【その他】
○Wi-Fi が使えます
○飲み物の自動販売機を設置します（館内に飲食ス
ペースの設置を検討中です）
○インターネット・ＤＶＤが視聴できます（１階閲覧室）

　　　探しやすく、親切な対応

　館内のＰＯＰや特設展示、書架の並びを工夫し、目
的の本にたどり着けるような空間整備を行います。ま
た、館内の誘導サインについてもデザインなどを統一
し、初めて利用する人にも分かりやすいものにします。
　図書館のスタッフには、経験者や司書資格者を多数
配置します。併せて、接遇研修、専門研修、日々のミー
ティングを通じて高い業務スキルを維持します。地域
のことを良く知り、適切で親切な読書相談ができる体
制で皆さんをお迎えします。

　　　利用し、交流し、学べる図書館

　利用者の皆さんの声は、図書館に対するニーズその
ものであるという考え方に立って、アンケートや閲覧
室で耳にした要望について、定期的な会議を開催しな
がら、サービスに反映させていきます。
　また、音楽コンサート、ゲームをする日、ぬいぐる
みの図書館おとまり会など、利用者が楽しみながら参
加できる魅力的なイベントも多数開催します。
　今後は、調べ方案内の専用コーナーや、市民を講師
とする市民講座、地元企業や工芸品等の地域情報コー
ナーなど、調べものや課題解決を支援する新たなサー
ビスも検討していきます。

図書館が生まれ変わります！

 

　４月１日と２日、弘前市立図書館（弘前図書館・岩
木図書館・こども絵本の森）、郷土文学館でオープニ
ング記念イベントを開催します。記念品のプレゼント
もありますので、ぜひおいでください。
【大きな紙にみんなで絵を描こう！】
▽とき　４月１日（土）、午後１時～４時　
▽ところ　弘前図書館２階視聴覚室
▽内容　大きな紙にみんなで絵を描くワークショップ
▽講師　ささやすゆきさん（絵本作家）
▽対象　幼児・児童とその保護者　
※事前の申し込みは不要。
【ボードゲームで遊ぼう！】
▽とき　①４月１日（土）／②４月２日（日）
※時間はいずれも午後１時半～３時半。
▽ところ　①岩木図書館／②弘前図書館２階視聴覚室
▽内容　図書館でボードゲーム !? 海外のゲームを多
数用意し、ゲームマスターと一緒にボードゲームの世

界を楽しめます。
▽対象　中学生～一般
※事前の申し込みは不要。
【たか丸くんが図書館にやっ
てくる！】
▽とき　①４月１日（土）／②４月２日（日）
▽ところ　①午前＝弘前図書館、午後＝こども絵本の
森／②午前＝こども絵本の森、午後＝岩木図書館
◆記念品のプレゼント
　絵本作家ささやすゆきさんのイラスト入りクリア
ファイルをプレゼントします。（先着順）
▽とき　４月１日（土）、各開館時間～
※無くなり次第終了。
▽ところ　弘前図書館、岩木図書館、こども絵本の森、
郷土文学館
※４月１日・２日は、郷土文学館を無料開放します。
■問い合わせ先　弘前図書館（☎32・3794）

３月の臨時休館

　リニューアルや蔵書の点検作業のため、次の期間、
臨時休館します。
●弘前図書館…30日・31 日／●移動図書館車（は
とぶえ号）…31 日／●岩木図書館…26 日～ 31 日
／●こども絵本の森…28日～ 31日

①公的関与の必要性…図書館や郷土文学館は、サービ
スの専門性や利用の公平性を確保していくため、これ
までどおり市が施設運営を行う必要がないか。
②民間参入の可能性…行政（弘前市）以外に、同様の
サービスを提供できる民間事業者があり、民間参入の
可能性があるのか。
③民間ノウハウの活用…業務委託で対応可能な業務以
外に、民間の持っているノウハウを活用する余地が十
分にあるのか。
④制度導入の効果…もし導入した場合、「市民サービス
の向上」、「経費の削減」といった効果が見込めるのか。
　
　以上の４つの視点で検討した結果、図書館としての
基幹業務である貸し出しサービスや資料の収集方針は
継承することを前提にした上で、
◆司書や経験豊富な職員を配置し、より専門的なサー
ビスを継続して行いたい。
◆利用者の意見や要望に即応できる民間ノウハウを活
用したい。
◆弘前図書館の宝である貴重資料の管理活用はこれま
でどおり市教育委員会が担う。

などを踏まえ、指定管理者制度を導入することになり
ました。

Ｑ
お金がかかることがありませんか？

個人情報は漏えいしませんか？

２階調査室を利用したいのですが？

Ａ

移動図書館車（はとぶえ号）は運行し
ますか？

図書館のボランティアをしたいのです
が？

…これまでどおり、図書の閲覧や貸し出しは無料です。
本の予約やリクエストサービスも継続します。

…指定管理者は、市の代行者であり、「図書館法」をは
じめとする関係法令、条例等は順守しなければなりませ
ん。個人情報保護についても関係条例等に基づいて堅く
守ります。

…これまでどおり利用できます。平成 28年度と同じ曜
日・時間に同じ場所を巡回します。

…現在、返本や書架整理をするボランティアが約 40人
います。地元との連携を今後も拡充していきますので、
興味のある人はご連絡ください。

…これまでどおり、市の職員が利用案内やレファレンス
（調べもの）サービスを行います。原則的には１階閲覧室
は指定管理者、２階調査室は市の直営管理となりますが、
双方に関係する事案についてはきちんと連携して対応し
ます。

＆図書館

オープニングイベント

なぜ指定管理者制度を導入？

■問い合わせ先　弘前図書館（☎32・3794）

４月１日から

©ささやすゆき
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【平成 29 年度国民年金保険料額】
　平成29年度の国民年金保険料は、月額１万6,490
円となり、平成 28年度の保険料月額から 230 円の
引き上げになります。
【国民年金保険料の納付】
　４月上旬に、国民年金保険料納付案内書（納付書）
が日本年金機構から送付されます。案内書には毎月の
保険料納付書のほか、前納や口座振替、クレジットカー
ドによるお得で便利な納付方法について記載していま
す。
■問い合わせ先　保険料の前納について…弘前年金事
務所（外崎５丁目、☎ 27・1339）または国保年金
課国民年金係（☎ 40・7048）／口座振替の申し込
みについて…口座を開設している金融機関や郵便局、
弘前年金事務所、国保年金課国民年金係

【学生納付特例申請】
　大学、短大、専門学校などに在学する学生には、在
学期間中、保険料の納付を猶予する学生納付特例制度
があります。なお、平成28年度分の学生納付特例の
承認を受けている人で、平成29年度以降も引き続き
在学予定の人には、はがき形式の申請書が日本年金機
構から送付されます。特例の申請をする場合は、はが
きに必要事項を記入し、返送してください。
※４月中旬を過ぎてもはがきが届かない場合は、市役
所、岩木・相馬総合支所、各出張所または年金事務所
で申請してください。なお、市民課駅前分室・城東分
室では受け付けませんので、ご注意ください。
■問い合わせ先　弘前年金事務所（☎27・1339）
／国保年金課国民年金係（☎ 40・7048）／岩木総
合支所民生課（☎ 82・1628）／相馬総合支所民生
課（☎84・2111）

国民年金の保険料額や納付など保険料額など
ご確認ください
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　国民健康保険の運営などについて、広く市民の意見
を反映させるため、国民健康保険運営協議会の委員を
募集します。
▽応募資格　次の①～④のすべてに該当する人
①20歳以上の市国民健康保険の被保険者
②世帯に国民健康保険料や市税などの滞納がない人
③市のほかの附属機関などの委員でない人
④国・地方公共団体の議員および職員でない人（退職
者を含む）
▽募集人員　１人
▽募集期間　３月15日～４月 14日（当日消印有効）
▽委員の任期・会議の開催など　任期は委嘱の日から
平成30年10月５日まで。会議は年３～５回程度で、
平日の日中に開催する予定
▽報酬など　会議１回の出席につき、市の規定に基づ
く報酬および交通費を支給

▽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応募動機・国保事業に対する意見など（400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、国保年金課（市役所新庁
舎１階）、岩木・相馬総合支所民生課、各出張所でも
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
に通知します。
■問い合わせ・提出先　国保年金課（〒036・8551、
上白銀町１の１、☎ 35・1116、ファクス 39・
6199、Ｅメールkokuho@city.hirosaki.lg.jp）

国民健康保険運営協議会の委員を募集市民の皆さんから
公募します

　市内に所有する土地の固定資産税納税者は、土地価
格等縦覧帳簿（所在・地番・地目・地積・価格を記載）
を、また、家屋の固定資産税納税者は、家屋価格等縦
覧帳簿（所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
を記載）を見ることができます。
　縦覧の際は、納税者本人あるいは代理人であること
を確認できるもの（運転免許証、保険証、個人番号カー
ドなど）を持参してください。
※代理人は、納税者本人からの同意書が必要です。
▽縦覧期間　４月１日～5月 31日の午前８時半～午
後５時（土・日曜日、祝日を除く）

※４月１日・２日が土・日曜日のため、４月３日から
となります。
▽縦覧場所　資産税課（市役所新庁舎２階、窓口
210）、岩木総合支所民生課（賀田１丁目）、相馬総合
支所民生課（五所字野沢）
■問い合わせ先　資産税課土地係（☎ 40・7028）・
家屋係（☎ 40・7029）／岩木総合支所民生課（☎
82・1628）／相馬総合支所民生課（☎ 84・2111、
内線 809）
※平成 29年度の固定資産税・都市計画税の納税通知
書は、５月１日付で発送します。

土地・家屋の価格等の縦覧資産税課からの
お知らせです

 

 

　現在、市では、建築物の安全性を確保するため、工
事途中での中間検査を実施しています。実施指定期間
は平成 29年３月 31日までとなっていますが、引き
続き災害に強いまちづくりの実現に向けて、中間検査
の実施期間を延長します。
▽延長期間　平成29年４月１日～32年３月 31日

▽対象建築物　①不特定多数の人が利用する一定規模
以上の建築物／②床面積の合計が 100㎡以上、かつ、
２階以上の住宅／③その他
■問い合わせ先　建築指導課（市役所３階、☎ 40・
7053）

建築物の中間検査の実施期間延長災害に強いまちづく
りの実現に向けて

「つなげよう！市民のチカラ！」放送中です

 5-Between の皆さん

 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。

　　　　　

　弘前医療福祉大学の学生で組織された 5-Between は、障がいのあ
る人がさまざまな経験をする機会や人々と交流できる場を設け、コミュ
ニケーション能力を高め、最終的にはQOL（生活の質）を向上させ自
立を促したりするために、障がいのある人を対象とした事業の企画や、
ほかの団体と連携したイベントの実施、手伝いなどの活動をしています。

●「障がいのある人と無い人の橋渡し」／５-Between（ゴービットウィーン）

市民活動を
FM ラジオで
発信 !!

～地方公営企業の経営基盤の強化と財政マネジメント
の向上を目指します～
　総務省では、地方公営企業の経営について、将来に
わたって安定的に事業を継続していくために、中長期
的な基本計画である「経営戦略」を平成32年度まで
に策定するよう、地方公営企業に要請しています。
　上下水道部では今後の課題に向けた方針や取り組み
を示し、健全かつ安定的な事業運営を継続するために、
「弘前市上下水道事業経営戦略」を３月に策定しまし
た。
■問い合わせ先　上下水道部総務課（☎55・9660）

ＰＤＣＡサイクルを活用して、
モニタリングとローリング（見
直し）を図ります

進ちょく管理と
更新改善

市民や議会に対して、意義と内
容を公開

現状把握と
将来予測

収支計画
経
営
戦
略
の
主
な
内
容

投資試算、財源試算の見通しに
基づく収支計画

平成 28 年度から 37 年度まで
の 10 年間を基本として策定

公開

現状把握・分析、
将来予測
現状把握・分析、
将来予測

現状把握・分析、
将来予測目標設定 現状把握・分析、

将来予測
計画策定

（取りまとめ）
現状把握・分析、
将来予測
戦略の実施、
事後検証等

施設・設備の現状把
握（規模・劣化状況
など）

市民サービス維持の
ための必要な目標を
設定

優先順位・平準化に
よる合理的な投資試
算

事後検証・更新など
（進ちょく管理、３～
５年の見直し）

財務現状の把握・分
析、将来の財源予測

財源構成の検討（料
金などの適切な水準・
構成）

財源試算（財源見通
しの取りまとめ）

【投資以外の経費】
施設の統廃合や組織
の合理化などの検討

投
資

財
源

さ
ら
な
る
経
営
の
健
全
化

■経営戦略のイメージ

弘前市上下水道事業経営戦略を策定しました公営企業の
「見える化」

収支均衡を図る
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スポーツ功労賞
　スポーツ選手または団体を指導育
成し、体育・スポーツの普及振興に
顕著な功績をあげた人に贈られます。
◎佐藤信隆さん（弘前剣道連盟副会
長）
◎西谷　勲さん（弘前体操連盟会長）
◎工藤清勝さん（弘前サッカー協会
顧問）
◎阿部精一さん（朝陽学区体育協会
参与）
◎工藤悦子さん（弘前市ソフトボー
ル協会事務局長）

スポーツ大賞

◎小松加奈さん（剣道）
◎尾﨑麗羽さん（一輪車）
◎北山光咲さん（一輪車）
◎田中伶旺さん（一輪車）
◎棟方翔也さん（一輪車）

◎豊澤賢也さん（一輪車）
◎鎌田菜乃さん（一輪車）
◎菊池颯太さん（陸上）
◎三橋摩癒さん（弓道）
◎佐々木快さん（サッカー）
◎小山内慎一郎さん（サッカー）
◎佐藤麻子さん（スキー）
◎東奥義塾高等学校女子剣道部（剣
道）

スポーツ優秀賞

◎竹谷京子さん（ラージボール卓球）
◎丹藤和子さん（ラージボール卓球）
◎齋藤幸子さん（ラージボール卓球）
◎葛西優華莉さん（卓球）
◎一戸智早妃さん（卓球）
◎下山竜斗さん（バドミントン）
◎浅野茉莉亜さん（剣道）
◎小山内こころさん（一輪車）
◎古山七斗さん（一輪車）
◎小野雪音さん（ボクシング）

◎工藤綾さん（サッカー）
◎前田埜々香さん（空手）
◎齋藤琉之介さん（空手）
◎豊田児童センター一輪車クラブ
「TOYODA」（一輪車）

スポーツ敢闘賞

◎小島埜和さん（体操）
◎葛西紗良さん（体操）
◎奈良岡翠蘭さん（陸上）
◎工藤大靖さん（陸上）
◎相馬啓人さん（陸上）
◎丸山瀬奈さん（陸上）
◎山下優衣さん（陸上）
◎竹内彩香さん（陸上）
◎種市裕紀さん（陸上）
◎奥沢海砂さん（陸上）
◎原田秀憲さん（陸上）
◎大久保玲美さん（陸上）
◎髙橋麻里奈さん（陸上）

平成 28年弘前市スポーツ賞
功績を称えて

　弘前市スポーツ賞は、長年にわたり、体育・スポーツの普及振興に努めた個人や
団体、全国のスポーツ大会などで優秀な成績を収めた人などを表彰するものです。
　２月21日に表彰式典が行われ、受賞者・受賞団体に賞状と盾が贈られました。
　平成28年の各賞の受賞者・受賞団体を紹介します。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎40・7115）

◎浦田風さん（陸上）
◎黒岩秀さん（陸上）
◎賀佐一大さん（陸上）
◎帷子拓郎さん（剣道）
◎野呂慧さん（ボウリング）
◎村元秀平さん（ボクシング）
◎増田遥平さん（ボクシング）
◎盛喜紀さん（ボクシング）
◎齊藤一樹さん（ボクシング）
◎今優吾さん（ボクシング）
◎須藤ひなたさん（テニス）
◎北川采永子さん（テニス）
◎上野浩太さん（テニス）
◎木下翔平さん（テニス）
◎葛西孝志さん（パワーリフティン
グ）
◎竹谷美和子さん（パワーリフティ
ング）
◎舘坂将矢さん（柔道）
◎泉高祥さん（柔道）

◎工藤美羽さん（柔道）
◎板矢一希さん（バドミントン）
◎對馬杏菜さん（バドミントン）
◎林亮太さん（バドミントン）
◎福士和弥さん（バドミントン）
◎佐藤久楽良さん（バドミントン）
◎蒔苗蒼依さん（バドミントン）
◎佐藤帆華さん（バドミントン）
◎高橋茜さん（スキー）
◎宇佐美真太郎さん（スキー）
◎野村優さん（Ｋ－１）
◎佐藤允さん（ウエイトリフティン
グ）
◎鈴木洸斗さん（サッカー）
◎安田優斗さん（野球）
◎髙松武竜さん（野球）
◎大島貴義さん（空手）
◎齋藤健太郎さん（空手）
◎越翼さん（空手）
◎弘前市立第三中学校卓球部（卓球）

◎豊田児童センター一輪車クラブ
「蕾」（一輪車）
◎豊田児童センター一輪車クラブ
「若葉」（一輪車）
◎東部児童センター一輪車クラブ
「小町」（一輪車）
◎弘前聖愛リトルシニア（野球）
◎弘前河西野球スポーツ少年団（野球）
◎弘前大学医学部バドミントン部
（バドミントン）
◎Athletic Club 弘前U-15（サッ
カー）
◎ブランデュー弘前ＦＣ（サッカー）
◎SHRINE.L.FC（サッカー）
◎弘前実業高等学校陸上競技部（陸上）
◎弘前工業高等学校バレーボール部
（バレーボール）
◎弘前工業高等学校ボクシング部
（ボクシング）
◎弘前大学柔道部（柔道）

平成 28年弘前市文化奨励賞
功績を称えて

　弘前市文化奨励賞は、文化芸術の分野において、優れた成績をあげた小・中学生お
よび高校生並びに文化部を表彰し、今後の活動を奨励するものです。
　２月21日に表彰式が行われ、受賞者に賞状が贈られました。
　平成28年の受賞者を紹介します。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎40・7015）

文化奨励賞

◎佐藤光太楼さん（弘前市立桔梗野小学校
６年）
◎須藤大翔さん（弘前市立城東小学校６年）
◎佐々木慎一朗さん（弘前大学教育学部附
属中学校３年）
◎比内希さん（青森県立弘前高等学校３年）

◁スポーツ功労賞、スポーツ

大賞、スポーツ優秀賞を受賞

した皆さん
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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
nformation

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／
●相馬庁舎　☎ 84・2111

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

 教室・講座
 

 

▽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

5ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.１１.１

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
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最高峰の棋戦が弘前で！

とき　４月 20 日・21 日
ところ　藤田記念庭園和館

第 75 期 

名人戦 
七番勝負第２局

弘前さくらまつり 100 年記念

　
　
　
佐
藤
天
彦
名
人

挑
戦
者
　
稲
葉
陽
八
段

 

 

に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢・教室名（コース）を記入し、
３月 25日（必着）までに、運動公
園（〒036・8101、豊田２丁目３）
へ。
※友人同士での
参加ははがき 1
枚で応募可。応
募多数の場合は
抽選で決定しま
す。
■問 運動公園（☎
27・6411）

弘前学院大学開放講義（前期）

　開かれた大学づくりの一環とし
て、地域の皆さんが学生と一緒に通
常の講義を受講する「開放講義」の
受講者を募集します。詳しくはお問
い合せください。
▽とき　４月７日～８月２日
▽科目　英会話ⅡＡ、日本語学特講、
人体の構造Ⅰなど
▽受講料　無料（別途資料代として
2,500円が必要）
※駐車場は利用できませんので、公
共交通機関などをご利用ください。
■問 ３ 月 21 日 ～ 30 日 に、 弘 前
学院大学学務課窓口（稔町、☎
34・5211、 ■Ｈ http://www.
hirogaku-u.ac.jp）へ。

韓氏意拳・兵法武学研究会
講習会
　中国武術「韓氏意拳」の講習会と
兵法武学の研究会を行います。
▽とき　４月９日（日）、①兵法武
学研究会＝午前９時半～、②韓氏意
拳初級講習会＝午後２時～
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　①武術における立ち方、座
り方などの研究、②韓氏意拳の初級
講習会
▽参加料　① 6,500 円、② 8,500
円
※事前の申し込みは不要。
■問日本韓氏意拳学会青森分館（櫻
庭 さ ん、 ☎ 携 帯 090・7065・
9076）

金属町体育センターの教室

【産後のストレッチ教室】
▽とき　４月 11日～ 25日の毎週
火曜日、午後２時 15分～３時 15
分
▽内容　赤ちゃんと楽しみながらの
ストレッチや簡単な筋力トレーニン
グで、産後の体力回復と自宅でも遊
びながらできるトレーニングの実施
▽対象　生後６か月～ 12か月の乳
幼児と母親（市民）＝５組程度
【ゆったり体力ＵＰストレッチ体操
教室】
▽とき　４月 12日～６月 21日の
毎週水曜日（５月３日を除く）、午
後１時半～２時半
▽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＝12人程度
【スロージョギング教室】
▽とき　４月 13日～５月 18日の
毎週木曜日（５月４日を除く）、午
後１時半～２時45分
▽内容　簡単なウオーミングアップ
運動とクールダウンのストレッチ、
スロージョギングの姿勢や走り方な
ど
▽対象　市民＝12人程度
【～認知症の予防をしよう！～☆楽
しく健康教室☆】
▽とき　４月 15日～６月 17日の
毎週土曜日（４月 29 日を除く）、
午前10時半～ 11時半
▽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＝10人程度
～共通事項～
▽ところ　金属町体育センター集会
室
▽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、室内用
シューズ、飲み物、運動のできる服
装、産後のストレッチ教室は乳幼児
の敷物と世話用具
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢（産後のストレッチ
教室は乳幼児の年齢〈何か月〉も）・
電話番号・希望教室名を記入し、３
月 31日（必着）までに、金属町体

春休み無料子供空手体験会

▽とき　３月 30 日（木）、ちびっ
こクラス（未就学児 4歳～）＝午
後４時～４時 40分／小学生クラス
＝午後５時～６時
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　空手の基本、礼儀作法など
▽参加料　無料
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物
※事前の申し込みが必要。
■問全世界空手道連盟新極真会青森
支部（鳴海さん、☎携帯 080・
6007・4798、 ■Ｅ aomori_
narumi@yahoo.co.jp）

春の空手体験教室

▽とき　５歳～小学生＝４月の毎週
日曜日（午後１時半～２時半）、４
月の毎週水曜日（午後６時半～７時
半）／中学生以上＝４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　空手の基本など（毎週月曜
日は気功やヨガなどを取り入れた健
康増進を目指した空手です）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
■問 極真会館青森県支部弘前道場
（池田さん、☎携帯 090・6546・
9209）へ。
※当日会場でも受け付けます。

体力づくり＆ウォーキング教室

▽とき　水曜日コース＝４月５日～
６月 21日の毎週水曜日（５月３日
を除く）、午後２時～３時半／木曜
日コース＝４月６日～６月 22日の
毎週木曜日（５月４日を除く）、午
後１時半～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホールとイベントスペース
▽内容　ストレッチ体操、筋力ト
レーニング、障害物を使用してのウ
オーキング
▽対象　市民＝各コース20人
▽持ち物　室内用シューズ、室外用
シューズ、飲み物
▽参加料　無料（各自傷害保険など

育センター（〒036・8245、金属
町１の９）へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可。応募多数の場合
は抽選で決定します。
■問 金属町体育センター（☎ 87・
2482）

ニーハオ中国語教室

▽とき　４月14日～８月28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金曜日
の午後６時～７時半／③土曜日の午
後７時半～９時　【初級】④火曜日
の午前 10時半～正午／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・②・④・⑤＝ヒロロ（駅
前町）／③・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　高明（コウメイ）さんほか
▽定員　各教室＝８人
※申込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）

【歓迎レセプション】
　佐藤名人と稲葉八段の来弘を歓迎します。参加無料
ですので、ぜひおいでください。
▽とき　4月 19日（水）、午後３時（予定）
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）（予定）
【前夜祭】
　佐藤名人、稲葉八段と交流し、対局を盛り上げませ
んか。対局者の揮毫（きごう）色紙などが当たる抽選
会も行います。
▽とき　4月 19日（水）、午後 6時半～（受け付け
は午後6時～）
▽ところ　アートホテル弘前シティ（大町1丁目）
▽定員　150人（先着順）
▽参加料　6,000円（中学生以下3,000円）
▽申し込み方法　4月 7日までに、第75期名人戦弘
前市実行委員会事務局（市役所２階、文化スポーツ振
興課内）へ料金を添えて申し込みを。
【大盤解説会】
　対局の様子をスクリーンで観戦しながら、プロ棋士
が解説を行います。
▽とき　4月 20日の午後 1時半～ 6時半、21日の
午前 10時～終局
▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽入場料　1日券 1,000 円、2日間通し券 1,500 円

（高校生以下は無料）
※当日のみの取り扱い。
■問第 75期名人戦弘前市実行委員会事務局（☎ 40・
7015）

 名人戦プレイベント
　名人戦対局を記念して、当市出身のプロ棋士・行方
尚史八段を招いてプレイベントを開催します。
【入門教室・レベルアップ教室・プロ棋士指導対局会】
▽とき　4月8日（土）、①入門教室…午後1時～3時、
②レベルアップ教室…午後 1時～ 3時、③指導対局
会…午後3時 20分～ 6時
▽ところ　弘前文化センター（下白銀町）
▽講師　行方尚史八段（日本将棋連盟）、奈良岡実師
範（日本将棋連盟青森県支部連合会）ほか
▽対象　①これから将棋を覚えたい小・中学生、高校
生とその家族＝30人、②棋力向上を目指す小・中学
生、高校生＝30人、③プロ棋士の直接指導を望む人
＝30人
※いずれも先着順。
▽参加料　①・②＝無料、③＝ 1,000 円（高校生以
下は無料）
【将棋名人戦弘前対局記念大会】
▽とき　4月 9日（日）、午前 10時～（受け付けは
午前9時半～）
▽ところ　弘前文化センター
▽クラス　Ａクラス（三段以上）／Ｂクラス（初段・
二段）／Ｃクラス（級位者）／Ｄクラス（小学生の初
級者）
▽審判長　行方八段
▽参加料　一般＝ 1,500 円／高校生以下＝ 500 円
（当日受付、昼食なし）
▽入賞　各クラス 3位まで入賞。Ｃクラス優勝者は
初段位を授与
※対局が早く終了した人は、プロ棋士の指導対局が受
けられます。
■問日本将棋連盟青森県支部連合会（☎青森 017・
775・7744）

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111 暮らしのinformation 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111

※対局期間中、藤田記念庭園は入園できません。
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 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
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▽内容　開講式（年間の予定、クラ
ブ活動紹介など）／特別講座「日本
一のさくらまつりを陰で支え、大き
な役割を果たしている車いす応援隊
の活動秘話」「社会福祉協議会が実
施している高齢者向けの事業紹介」
…講師・社会福祉協議会職員
▽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
■問４月 17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。

卵の殻を使ってポプリ作り教室

　卵の殻など身近な物を再利用して
お気に入りのポプリを作ります。
▽とき　４月22日（土）、午前10
時～正午
▽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　石田美津子さん
▽対象　小学生以上＝ 15人（小学
生の参加は保護者の同伴が必要）
▽参加料　無料
■問４月９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
曜日は休館日）へ。

青森県武道館武道教室

▽日程と内容
◎柔道教室…毎週火・金曜日の午後
６時半～９時
◎空手道教室…毎週月・木曜日の午
後７時～９時
◎少林寺拳法教室…毎週火・土曜日
の午後６時～９時
◎剣道教室…毎週土曜日の午後４時
～７時
◎なぎなた教室…毎週金曜日の午後
７時～９時
～共通事項～
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁目）
▽対象　小学生以上
▽参加料　各教室とも月額500円
▽その他　各教室ともスポーツ安全
保険料が別途必要／少林寺拳法を受
講する場合、協会への登録のため別途
登録料が必要／試合への出場や、段
級審査を受ける場合は登録料が必要

■問青森県武道館（☎26・2200）

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…考古学、社
会調査設計／弘前教室…美術史、哲
学、日本語学、経済学、法学、日本
経済など
▽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
（考古学）＝６月２日、（社会調査設
計）＝３月 24日／弘前教室開講科
目＝３月24日
※電話で申し込みを。折り返し、受
講申込書などを送ります。
※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）

あすなろ体操スクール

　平成 29 年度の生徒を募集しま
す。
▽とき　４月～平成 30 年３月の
土・日曜日（毎月２回）、午後５時
半～７時
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　①エンジェルコース＝ボー
ル、縄、マットを使った体操／②ジュ
ニアコース＝器械体操（マット、平
均台、跳び箱、鉄棒）、トランポリ
ンなど／③シニアコース＝ストレッ
チ体操、軽スポーツ、エアロビクス
など
▽対象　①４歳～５歳＝５人程度
（過去に受講したことがある人を除
く）／②小学生＝ 100 人／③成人
＝30人
▽受講料（年間）　①・②１万2,000
円／③ 6,000 円
※いずれも保険料含む。
▽持ち物　室内用シューズ
▽申し込み方法　４月２日の午後４
時～５時に、受講料を添えて市民体

弘前市少年少女発明クラブ

　科学実験や図画・工作、見学など
を通して、子どもたちの夢と創造性
を育てます。
▽活動期間　４月 16日～平成 30
年２月 25日の指定の土・日曜日（年
間19回）、午前９時半～11時半
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）工作実習室ほか
▽対象　市内の小学校３年生～中学
生＝36人
▽参加料　年間4,000円（材料費・
保険料などとして）
■問 はがきに郵便番号・住所・氏
名・学校名・電話番号を記入し、
３月 31 日までに、福田智好さん
（〒 036・8155、中野２丁目 14
の３、☎ 32・1667）へ。

市民健康クッキング講座

　「食」を通じた健康づくりの講座
です。
▽とき　４月 19 日、５月 17 日、
６月７日
※時間はいずれも午前 10時半～午
後１時。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　全３回に参加できる市民＝
15人（初めて参加する人を優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・講座名
を記入し、３月 31日（必着）まで
に、健康づくり推進課健康増進係「市
民健康クッキング講座」（〒 036・
8711、野田２丁目７の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

ベテランズセミナー
開講式と講演
▽とき　４月20日（木）
　　　　午前９時半～11時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室

育館会議室へ。
※第１回目のスクールは、４月９日
に開催する予定です。
■問弘前体操連盟（佐々木さん、☎
34・8560、午後７時～８時）

弘南鉄道大鰐線
お得な「企画切符」
　弘南鉄道大鰐線の利用促進を図る
ため、お得な切符ができました。よ
り使いやすくなった２つの切符をぜ
ひお試しください。
【あんしんパス +（プラス）100】
　大鰐線を使って対象施設を利用し
た際に、帰りの運賃が 100 円にな
ります。
▽対象　医療機関（歯科含む）、温
水プール石川（健康施設含む）の利
用者
▽期間　4 月 1 日から通年（土・
日曜日、祝日も利用可）
▽利用時間　中央弘前駅発…午前８
時～午後６時 10分／大鰐駅発…午
前７時50分～午後６時10分
▽利用方法
①大鰐線を使って「医療機関（歯科
含む）」、「温水プール石川」へ行く際、
行きの電車を降りるときに運転手ま
たは駅係員に声掛けしてパスを発行
してもらいます（行きは通常運賃を
支払ってください）。
②通院先の医療機関または温水プー
ル石川で「領収印」をパスに押して
もらいます。
③帰りの電車を降りるときに、運転
手または駅係員に②のパスと 100

円を支払ってください（発行・押印
の当日のみ有効）。
※他の企画切符との併用はできませ
ん。パスを紛失した場合や領収印等
がない場合は無効となります。

【大鰐線専用西弘きっぷ】
　大鰐線を使って「西弘の日」（毎
月 24 日・25 日・26 日）に西弘
商店街の対象店舗を利用した際に、
弘前学院大前駅からの帰りの運賃が
無料となります。
　西弘の日のみ受けられる商店街の
割引や特典もありますのでぜひご利
用ください。
▽対象　西弘の日に、大鰐線を利用
して西弘商店街（弘前学院大前駅）
の協賛店舗で飲食等を行う人
▽利用時間　中央弘前駅発…午前９
時半～終電／大鰐駅発…午前９時
50分～終電
▽利用方法　
①弘前学院大前駅降車時に運転手に
声掛けして、西弘きっぷを発行して
もらいます（行きは通常運賃を支
払ってください）。
②対象店舗で領収印を押してもらい
ます。
③帰りの電車を降りるときに、運転
手または駅係員に②のパスを渡して
ください（発行・押印の当日のみ有
効）。
※他の企画切符との併用はできませ

ん。パスを紛失した場合や領収印等
がない場合は無効となります。
▽対象店舗　フェイスブックで「西
弘商店街」または「西弘の日」で検
索してください。
 
 
 
 
 
 
 
 
■問 切符について…弘南鉄道（☎
44・3136）／「西弘の日」につ
いて…西弘商店街維持振興会（馬場
さん、☎35・5519）

市民のつどい「弥生いこいの
広場（周辺）の現状を知ろう」
　「弥生いこいの広場」では施設の
老朽化が進み、再整備を計画してい
ます。弥生スキー場跡地問題を考え
る市民ネットワークでは、弥生いこ
いの広場とその周辺が現在抱えてい
る課題を市民の皆さんと共有し、今
後の方向について意見交換を行いま
す。
▽とき　３月 22 日（水）、午後６
時～８時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽内容　弥生いこいの広場の現状、
課題について／弥生いこいの広場隣
接地の現状について
■問弥生スキー場跡地問題を考える市
民ネットワーク事務局（竹浪さん、
☎携帯070・6952・2614）

 その他
  

みほん みほん

15 ページ 92 ページ

　広報ひろさき１月 15日号で配布
のお知らせをし、各家庭に配布の
「市民便利帳くらし弘前2017」内、
15ページおよび 92ページに右記
の誤りがありました。
　お詫びして訂正します。
■問広聴広報課（☎ 35・1194）／
上下水道部総務課（☎55・9660）

上
下
水
道
部

●総務課 36-8100
●営業課 36-8115
●工務課 36-8120
●上水道施設課 32-0376
●下水道施設課 34-3144

上
下
水
道
部

●総務課 55-9660
●営業課 36-8115
●工務課 55-9663
●上水道施設課 32-0376
●下水道施設課 34-3144

（誤）

（正）

（誤）
上下水道部…茂森町　
☎３６-８１００

（正）
上下水道部…賀田 1 丁目
☎ 55-9660

「市民便利帳くらし弘前
2017」の訂正

↓

市民便利帳
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生 活
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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
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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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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
4／2 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
９ さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
16 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
23 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
30 場崎クリニック（代官町）☎38・6600

耳鼻咽喉科・眼科
4／2 成田眼科クリニック（森

町）
☎35・5155

16 よしだ耳鼻科・小児科
（中野２）

☎33・2306

29 一戸眼科医院（富田２）☎32・3076

歯　科
4／2 佐藤歯科診療所（賀田字

大浦）
☎82・3032

９ なかざわ歯科（北川端町）☎35・0601
16 木村歯科医院（品川町） ☎32・3894
23 平山歯科診療所（本町） ☎32・3705
29 赤石歯科医院（上瓦ケ町）☎33・4181
30 桔梗野歯科（桔梗野２）☎35・8177
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前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  175,672人　   （－    105）
　 男　　  80,569人　   （－              44）
　 女　　  95,103人　   （－              61）
・世帯数　 71,540世帯    （                0）
平成 29年２月１日現在（推計）

有 料 広 告 有 料 広 告

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　４月８日・22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）

下水道の処理区域が
広がります
　農業集落排水事業の処理区域が、
４月１日から広がります。新たな処
理区域の皆さんには、下水道の接続
などについてのお知らせを送付しま
すので、早めの水洗化にご協力くだ
さい。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、
お問い合わせください。
▽対象　弥生字弥生平、百沢字東岩
木山の各一部
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎、☎55・6895）

平成 29 年度
労働基準監督官採用試験
▽試験区分・採用予定者数
○労働基準監督 A（法文系）＝約
170人
○労働基準監督 B（理工系）＝約
40人
▽受験資格
○昭和 62年４月２日～平成８年４
月１日生まれの人
○平成８年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 30
年３月までに大学を卒業する見込み
の人

②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽試験日および試験地
【第１次試験】６月11日…札幌市・
盛岡市・秋田市・仙台市・東京都ほ
か
【第２次試験】７月 12 日～ 14 日
のうち指定された日…札幌市・仙台
市・東京都ほか
▽申し込み方法　３月 31 日の午
前９時から４月 12 日までに、イ
ンターネット（申込専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html）で申し込んでくださ
い。
▽最終合格者発表日　８月23日
■問青森労働局総務部総務課（☎青森
017・734・4111）／弘前労働基
準監督署（☎33・6411）

求職者支援訓練の受講者募集

　S.K.K. 情報ビジネス専門学校で
は、求職者支援訓練の受講生を募集
しています。
【職場で使えるパソコン基礎科】
▽とき　５月23日～９月 22日
▽ところ　S.K.K. 情報ビジネス専
門学校（徳田町）
▽募集締め切り　４月24日（月）
【和裁縫製実務実践科】
▽とき　４月20日～ 10月 19日
▽ところ　S.K.K. 情報ビジネス専
門学校山下町校舎
▽募集締め切り　３月27日（月）
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽訓練時間　午前９時 20分～午後
４時
▽定員　各15人
▽申し込み方法　弘前公共職業安定
所または、S.K.K. 情報ビジネス専

ファイナンシャルプラン
ナーによる無料納税相談
▽とき　４月13日・20日・23日・
27 日の午前 10 時～ 11 時、午後
２時～３時（20日は午後６時～７
時も受け付け）
▽ところ　収納課（市役所新庁舎２
階）
▽相談方法　ファイナンシャルプラ
ンナーが個別に対応します（１人１
時間まで、先着順）
▽対象　市税などを滞納している人
▽料金　無料
▽申し込み方法　３月 31 日まで
に、電話または直接、収納課まで申
し込みを。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

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　４月４日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　青森県労働委員会（青森
市長島２丁目）みどりやビル７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）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授で医学博士の今
充さんのボランティアによる無料健
康相談会です。からだのことなどで
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

門学校へお問い合わせください。
■問 弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）／S.K.K.情
報 ビジネス専門学校（☎ 35・
5151）

スポネット弘前ランニング
クラブ活動説明会
　平成 29 年度の活動開始にあた
り、活動の説明会および練習会を開
催します。
　これからランニングを始めてみた
い人、マラソン大会に向けて練習す
る場所や仲間を探している人も歓迎
します。
▽とき　４月９日（日）、説明会＝
午前９時半～正午／練習会（運動公
園周回コース試走）＝午前11時～
※練習会は希望者のみ。
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）会議室
※事前の申し込みは不要。
■問スポネット弘前（☎32・6523）

文化グループ会員募集

　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「書道
愛好会」「手編みの会」の会員を募
集しています。初心者・経験者を問
わず歓迎します。見学も可能です。
【書道愛好会】
▽活動日　第２・第４水曜日の午前
10時～ 11時 50分
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　漢字・仮名の基礎的な練習
／年１回の作品展（好きな言葉や漢
詩などを自由に表現）
▽講師　肥後黄娥さん（北門書道会
理事）
▽募集人数　若干名
▽受講料　月額 3,800 円（テキス
ト代を含む）
【手編みの会】
▽活動日　月３回水曜日（不定期）
の午前９時15分～ 11時 45分
▽ところ　弘前文化センター２階第
３会議室
▽内容　セーター、マフラー、帽子
などを手編みで製作
▽講師　加藤桃子さん（日本編物検
定協会講師）
▽募集人数　若干名

▽受講料　月額1,700円
▽持ち物　毛糸、かぎ針、棒針など
■問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。

桜松会シニアパソコン
クラブ会員募集
　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「桜松
会シニアパソコンクラブ」の会員を
募集しています。見学も可能です。
▽とき　木曜日の午後１時半～３時
半（月３～４回、年間30回）
※４月は13日・20日を予定。
▽ところ　弘前文化センター３階視
聴覚室
▽内容　Word、Excel での文書作
成
▽講師　津川陽子さん（パソコンス
クール I･M･S講師）
▽対象　おおむね 60 歳以上で、
キーボード・マウスの基本操作がで
きる人＝若干名（先着順）
▽会費　月額 2,000 円（別途テキ
スト代として年額 2,160 円と桜松
会年会費1,500円が必要）
■問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。

河川愛護モニター募集

　国土交通省では、河川愛護思想の
啓発や河川情報などの把握を目的と
してモニターを募集しています。
▽活動内容　巡視月誌の提出（月１
回）、岩木川に関する情報提供や河
川の異常を発見したときの通報、河
川関係行事への参加など
▽活動地区　岩木茜橋～清瀬橋区間
（岩木川左右岸）
▽任期　７月１日から１年間
▽応募資格　活動地区付近に居住
し、河川愛護に関心のある満 20歳
以上の人
▽募集人数　２人
▽報酬　月額4,500円程度（予定）
■問５月 12日（必着）までに、履歴
書と「川とのかかわり」について簡

単に記述したもの（任意様式）を、
国土交通省青森河川国道事務所河川
占用調整課（〒 030・0822、青
森市中央３丁目 20 の 38、☎青森
017・734・4537）へ。
※募集要項は、青森河川国道事務所
ホームページ（http://www.thr.
mlit.go.jp/aomori/）にも掲載し
ています。
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弘前の子どもたちの
学びのようす

　弘前の子どもたちの
回答状況は、全国とほ
ぼ同じ傾向を示してい
ますが、小学校６年生
では「算数が好き」、中
学校３年生では「国語が好き」が全
国と比べて高い割合でした。
　「勉強が好き」と回答した子ども
たちの平均正答率が高い傾向にある
ことから、「学校は楽しい」「好きな
授業がある」「○○の勉強が好き」
などは、「子どもの学び」を支える
とても大切な要素であると考えられ
ます。
　市教育委員会では、すべての子ど
もたちが「勉強が好き」「学校は楽
しい」と思えるよう、これからも「学
びを支える授業づくり」と「学びを
支える集団づくり」に取り組み、子
どもたちの学びを支えていきます。
※項目の詳しい情報は、市ホーム
ページをご覧ください。
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　市教育委員会では、インクルー
シブ教育（※）の理念に基づいた
「どの子も共に学ぶ」学校、「みん
なが学び　みんなと学び　みんな
に学ぶ」子どもの姿の実現に向け、
子どもたちを取り巻く教育環境の
充実に取り組んでいます。
　今回は、全国の小学校 6年生
と中学校 3年生を対象に実施し
た「全国学力・学習状況調査」の
質問紙調査 85項目から 14項目
を取り上げ、弘前の子どもたちの
学びのようすについてお知らせし
ます。
※インクルーシブ教育 ･･･ 障がいの
ある子どもと障がいのない子ども
が、できるだけ同じ場で共に学ぶこ
とを目指す教育。
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■問い合わせ先　学校指導課
（☎82・1644）


