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弘前さくらまつり
会期：４月 22 日～５月 7 日

（午後 10 時まで夜間照明を点灯）

　弘前さくらまつりは、市内の若者たちにより結成された「呑気倶楽部（のんきくらぶ）」による弘前公園での
花見がきっかけとなり、1918年（大正７年）に、弘前商工会が第１回観桜会として開催したことが始まりです。
　その後、戦争の影響で開催されない年もありましたが、1961年（昭和 36年）には「弘前さくらまつり」に
改称し、現在では日本一の桜と称され、毎年200万人以上の人が訪れています。
　第１回観桜会から数えると、2018 年（平成 30年）には 100周年を迎えることから、節目の年を祝いなが
ら弘前さくらまつりの歴史を振り返るとともに、次の 100年に向けた新たなスタートを切るため、今年からさ
まざまな記念事業を開催していきます。
■問い合わせ先　観光政策課（☎35・1128）
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　「柳川の川下り」で運行している和船と船頭による
お濠めぐりを楽しめます。
▽とき　４月22日～５月７日、午前９時～午後５時
（最終乗船は午後４時半）
※１回の運行時間は約20分。雨天中止の場合あり。
▽ところ　弘前公園中濠（乗船場＝弘前公園東内門付
近）
▽料金　中学生以上＝１人 1,000 円、小学生＝１人
500円（小学生未満は無料）

　津軽三味線を聴きながら、郷土料理やアップルパイ
などを食べてお花見を満喫しませんか？　
【お弁当プラン（１人5,000円、２時間制）】
　特製お花見弁当、飲み物（缶ビール 350ml、地酒
ワンカップいずれか１本またはソフトドリンク３本）、
津軽三味線生演奏（約20分）
▽時間　①午前11時～、②午後１時半～、③午後４
時～、④午後６時半～
【喫茶プラン（１人2,500円、２時間制）】
　コーヒーまたは紅茶、弘前スイーツセット、津軽三
味線生演奏（約20分）
▽時間　①午後１時半～、②午後４時～
～共通事項～
▽とき　４月22日～５月７日
▽ところ　弘前公園二の丸 南内門近く
▽申し込み方法　専用ページ（http://machi-aruki.
sakura.ne.jp）から申し込みください。

　弘前公園観光人力車に乗って、ゆったりとした一味
違うお花見を楽しみませんか。車夫による心を込めた
観光案内でおもてなしします。
▽とき　4月 22日～ 11月 15日
▽乗車コース　①弘前公園追手門～
下乗橋／②弘前公園東門～下乗橋
▽乗員　２人
▽料金　１台2,000円（約 15分）
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■問い合わせ先　弘前観光コンベンション協会
（☎35・3131）

さくら桟敷 中濠“観光舟”運行

弘前公園観光人力車
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桜を上から
眺めてみませんか
　市役所本館の屋上
を開放し、日本一の
桜と岩木山を一望で
きる絶好の位置に観
覧場所を設置します。
地上約 14 ｍからの
絶景をぜひご覧くだ
さい。
▽とき　４月22日～５月７日の午前９時～午後５時
（最終入場は午後４時半）
▽ところ　市役所本館屋上
■問い合わせ先　財産管理課（☎ 35・1120、土・
日曜日、祝日は市役所代表☎35・1111）

開会式 4 月 22 日、午前 10 時 45 分
～／本丸

演芸場
（護国神社前）

津軽の郷土芸能などを、まつり
期間中随時披露

2017 津軽三味線
世界大会

5 月 3 日・4 日、開場＝午前 9
時／市民会館（下白銀町）／入
場料…当日券＝ 2,000 円、両
日券＝ 3,500 円／問い合わせ
先　津軽三味線世界大会実行
委員会事務局（小島さん、成田
さ ん、 ☎ 携 帯 070・5322・
3341 ～ 3342）

2017 津軽五大民謡
全国大会

5 月 5 日、開演＝午前 10 時／
市民会館（下白銀町）／入場
料＝ 1,000 円／問い合わせ先
　陸奥新報社事業部（☎ 34・
3111）

■開花状況やまつり期間中の催しなど、まつりに関
する問い合わせ先　市立観光館（追手門広場内、☎
37・5501 ／４月 22 日～５月７日は午後９時まで
開館）
※弘前公園の桜情報は、インターネット（http://
www.hirosakipark.or.jp/) でも閲覧できます。

内濠開放内濠開放
★

◎弘前公園内では火気の使用はできません。
◎ごみの削減・持ち帰りにご協力ください。
◎弘前公園までは公共交通機関のご利用を。

ご協力を

弘前城（本丸・北の郭）入園料 
午前７時～午後９時 大人（高校生以上） 310 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）
天守への入館料を含む。
※午後９時以降は無料（天守は午後９時で閉館）。
※４月 22 日、５月６日・７日は午前９時から午後５時まで有料。
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）

弘前城植物園入園料
午前９時～午後６時 大人（高校生以上） 310 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）
入園券の発売は午後５時半まで／休園日…なし
※４月 22 日、５月６日・７日は午後５時までで、入園券の発
売は午後４時半まで。
※ 65 歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内
外の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は
無料。年齢や住所、身分を証明できるものの提示を。
◆問い合わせ先　弘前城植物園（☎ 33・8733）

藤田記念庭園入園料
午前９時～午後９時 大人（高校生以上） 310 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）
休園日…なし
※４月 22 日、５月６日・７日は午後５時まで有料。
※ 65 歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内
外の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は
無料。年齢や住所、身分を証明できるものの提示を。
◆問い合わせ先　藤田記念庭園（☎ 37・5525）
お得なセット（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）入園料

大人（高校生以上） 510 円（460 円）
子供（小・中学生） 160 円（130 円）

◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）
通年券（購入日から１年間有効、期間中何度でも入場可）

・３施設（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）共通通年券
大人（高校生以上）  …2,050 円 子供（小・中学生）…610 円
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）／弘前城植物園

（☎ 33・8733）／藤田記念庭園（☎ 37・5525）
・３施設（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）各通年券
大人（高校生以上）  …1,020 円 子供（小・中学生）…300 円
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33・8739）

※料金の（　）内は 10 人以上の団体料金。

4 月 22 日～ 5 月７日の
駐車場開場時間
◎市役所駐車場
▽開場時間　午前７時～午後10時
※通常は午前７時～午後９時半。
　次の駐車場については、桜の開花状況によって、開
場時間が繰り上がる場合があります。
◎市立観光館駐車場
▽開場時間　午前６時～午後10時
◎弘前文化センター駐車場
▽開場時間　午前８時～午後10時
～共通事項～
※午後 10時を過ぎると出庫できなくなりますので、
ご注意ください。
■問い合わせ先　市役所駐車場…財産管理課（☎
35・1120、土・日曜日、祝日は市役所代表☎ 35・
1111）／市立観光館駐車場…市立観光館（☎ 37・
5501）／弘前文化センター駐車場…弘前文化セン
ター（☎33・6571）

市役所駐車場は左折での入庫・
出庫にご理解とご協力を
　さくらまつり期間中は、会場の弘前公園周辺が大変
混み合います。市役所駐車場も右折待機車による渋滞
が例年発生しておりますので、渋滞緩和のため、市役
所駐車場の入庫、出庫の際は、左折のみとさせていた
だきます。
　なお、駒越町方面からは、う回路として塩分町（市
道塩分町線）を、城西・茂森町方面からは、森町（市
道森町品川町線）を経由してください。
　また、駐車場が混雑してきた場合は、入庫を制限さ
せていただく場合（市役所に用事のある人を除く）が
ありますので、公共交通機関や周辺の駐車場もご利用
ください。
■問い合わせ先　財産管理課（☎ 35・1120、土・
日曜日、祝日は市役所代表☎35・1111）
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カラーコーンの設置にご理解・協力を
　4 月 22 日～ 5 月７日は、違法駐車車両の排除や
交通渋滞の防止、無理な横断者の交通事故防止を図る
ため、東門から亀甲町交差点にかけてカラーコーンを
140 本設置しています。これについて、「美観を損ね
る」「自転車走行の妨げになっている」などの理由か
ら撤去要望がありますが、県内外から訪れる観光客の
安全・安心を第一に、道路における危険防止と円滑な
交通の流れを確保するために必要な措置ですので、ご
理解とご協力をお願いします。
■問い合わせ先　観光政策課（☎ 35・1128）
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園内をご案内します（無料ガイド）
　弘前観光ボランティアガイドの会がご案内します。
追手門と東門付近に受付テントがありますので、気軽
にご利用ください。
▽受付時間　４月22日～５月７日の午前９時～午後
４時
※事前予約は受け付けていませんので、案内までお待
ちいただく場合があります。
▽案内範囲　弘前公園
▽ガイド料　無料（有料区域入園料は依頼者負担）
■問い合わせ先　弘前観光ボランティアガイドの会
（弘前観光コンベンション協会内、☎35・3131）

車いす応援隊
　車いす応援隊では、さくらまつりに来園した車いす
利用者の介助や、車いすの貸し出しを行います。
▽活動日時　４月22日～５月５日の午前９時～午後
４時（事前予約は受け付けていません）
▽活動場所　弘前公園内
▽利用料　無料
■問い合わせ先　弘前市ボランティアセンター（☎
33・2039）

弘前さくらまつり
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内濠開放内濠開放
★

Tsugaru Soul Food
おもてなしプロジェクト 2017
▽とき　４月 21 日～ 23 日・28 日～ 30
日の午前 11時～午後５時
▽ところ　追手門広場
▽内容　とげ栗ガニ汁の販売（期間中、正
午～）、個性派津軽ソウルフード・津軽の
みやげ、りんご酢ハイボールの販売、巨大
アップルパイの実演・販売
※内容は変更する場合がります。
■問い合わせ先　弘前市旅館ホテル組合（亀尾さん、
☎34・2657）
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中心市街地誘導型パークアンドライド
　さくらまつり期間中の、中心市街地の交通渋滞の緩
和と街歩きの誘導を図るため、郊外に臨時無料駐車場
を設置し、土手町までの無料シャトルバスを運行しま
す。また、弘南鉄道大鰐線利用者は、弘前公園有料区
域と藤田記念庭園の入園料が無料になります。
【臨時駐車場】
▽利用料　無料
▽臨時駐車場（収容台数）　①堀越雪置き場（500台）、
②弘果弘前中央青果（200台）、③さくら野百貨店弘
前店別館立体駐車場７階（116台）、④土手町倉庫（旧
土手町分庁舎、100 台）、弘南鉄道大鰐線沿線駐車
場…⑤大鰐駅（50台）、⑥石川プール前駅（20台）、
⑦石川駅（５台）、⑧小栗山駅（小栗山農村交流公園
駅、15台）、⑨弘前学院大学正門（約50台）
▽実施期間　①～④＝４月 22 日・23 日・29 日・
30日、５月３日～７日／⑤～⑧＝４月 15日～５月
７日／⑨４月29日・30日、５月３日～７日
▽利用可能時間　①②…午前９時～午後７時／③…午

前９時～午後８時／④…午前９時～午後６時／⑤～⑧
…午前６時～午後10時半／⑨午前８時半～午後９時
【シャトルバス】
▽運行日　４月 22日・23日・29日・30日、５月
３日～７日
▽乗車料　無料
▽運行区間　堀越雪置き場～弘果弘前中央青果～さく
ら野百貨店弘前店～土手町（南瓦ケ町バス停）
▽運行時間　行き（堀越発）…午前 10時以降 30分
おき→午後３時最終／帰り（土手町発）…正午以降
30分おき→午後６時半最終
【弘南鉄道大鰐線利用者の入園料無料について】
▽実施期間　４月15日～５月７日
▽対象　弘南鉄道大鰐線を利用し、中央弘前駅で下車
した人
※中央弘前駅改札口で発行される「乗車証明書」を公
園券売所に提出すると、弘前城（本丸・北の郭）、弘
前城植物園、藤田記念庭園の３施設が無料（乗車当日
に限る）となりますので、ぜひご利用ください。
■問い合わせ先　都市政策課（☎35・1134）

「弘前工芸舎」市内工芸品
春限定セレクトショップ
　市では、市内の工芸品を一堂に会したセレクトショ
ップやワークショップなど、市内の工芸の拠点となる
「まちなかクラフト村」づくりを進めています。「趣の
ある建物」の指定を受けている旧紺屋町消防屯所で、
まちなかクラフト村の拠点「弘前工芸舎」の市内工芸

品春限定セレクトショップを開催
しますので、ぜひおいでください。
▽とき　４月 22 日～５月７日、
午前10時～午後６時
▽ところ　旧紺屋町消防屯所
■問い合わせ先　商工政策課物産振興担当（☎ 35・
1135）

　公共交通の利用促進と子育て世代の支援などを目
的に、市内の路線バスと弘南鉄道大鰐線の運賃が割引
になる「まちなかお出かけパス」を実施します。なお、
割引には事前にパスの登録が必要ですので、申請方法
を確認の上、申し込みください。
▽対象　市内に住所があり、小学生以下の子どもがい
る母親・父親などの保護者
▽運賃　保護者＝100円／小学生以下＝無料
※親子で利用する場合に限る。
▽対象路線　市内を運行する路線バスと弘南鉄道大
鰐線
※乗降場所がどちらも市内の場合に限る。土手町循環
100円バス、城東環状 100円バス、ためのぶ号、青
森空港線、岩木スカイラインシャトルバスを除く。
▽登録料　1,000円
▽有効期限　平成30年３月 31日
▽申請方法　健康保険証など、申請者の氏名、住所が

わかるものを持参の上、
都市政策課（市役所新
館１階）、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）、総合行政窓
口（駅前町、ヒロロ３階）、市民課城東分室（末広４
丁目、総合学習センター内）、各出張所へ申し込みく
ださい。
※都市政策課以外の窓口ではパスの即日発行は行い
ません（受け取りまで１週間程度かかります）。
※４月 28日まで、お出かけシニ
アパスの登録も受け付けています。
詳しくは広報ひろさき４月１日号
をご覧になるか、問い合わせを。
■問い合わせ先　都市政策課交通
政策推進室（☎35・1102）　

弘前さくらまつり

5ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.４.１５ 5

まちなかお出かけパス

弘前市内

No.７
弘前市内

No.６
弘前市内

No.２
弘前市内

No.

弘前市内

No.９
弘前市内

No.８

No.４
弘前市内

No.３
弘前市内

No.10
弘前市内No.５

弘前市内

有効期限 2018年3月31日ま
で

お出かけパス

（親子）

お出かけパス

（親子）

有効期限 2018年3月31日ま
で

お出かけパス

（親子）

有効期限 2018年3月31日ま
で

お出かけパス

（親子）

有効期限 2018年3月31日ま
で

お出かけパス

（親子）

お出かけパス

（親子）

有効期限 2018年3月31日ま
で

有効期限 2018年3月31日ま
で

お出かけパス

（親子）

お出かけパス

（親子）

有効期限 2018年3月31日ま
で

有効期限 2018年3月31日ま
で

お出かけパス

（親子）

有効期限 2018年3月31日ま
で

お出かけパス

（親子）

有効期限 2018年3月31日ま
で

みほん

No.７

No.６
弘前市内

No.２

No.

弘前市内

No.９
弘前市内

No.８
弘前市内

No.４

No.３

No.10
弘前市内No.５

弘前市内

弘前市内

弘前市内
弘前市内

弘前市内

みほん

 

　弘前城天守曳屋（ひきや）により、
現在、本来の天守台の上には何もな
く、皆さんも少し寂しい気持ちでは
ないでしょうか。そこで、スマート
フォンやタブレット端末などの中で
天守を天守台の上に復活 !!
　無料の観光アプリ「街めぐ～弘前
編～」を使用して画面を見ると天守
が復活し、一緒に写真も撮れます。
ぜひ、このアプリを使って楽しんでみませんか。
※下記ＱＲコードからアプリをダウンロードしてご
利用ください。なお、ダウンロードおよびアプリ利用
時には別途通信料がかかります。
▽アプリの機能　
○弘前公園内の５カ所でＡＲ（拡張現実）撮影が可能
①下乗橋からの天守／②館神跡（たてがみあと）から
の天守と石垣／③日本最古のソメイヨシノ／④春陽
橋からの西濠／⑤南内門からの桜
※アプリ内ではたか丸くんやタメノブーンⅤも出現
し、一緒に撮影もできます。
○弘前公園内の重要文化財や施設などの情報案内など
■問い合わせ先　広聴広報課（☎35・1194）

天守台に天守が !?

iphone版
ダウンロード

android 版
ダウンロード

　さくらの絶景スポットを間近で見ることができる
よう、これまで入れなかった外濠の土手の一部を開放
します。
▽とき　４月22日～５月７日
▽ところ　位置図のとおり（　　マーク〈３カ所〉）
※撮影スポットは狭いため、撮影や通行の際は十分に
注意してご利用ください。
■問い合わせ先
公園緑地課（☎33
・8739）

花筏（はないかだ）

撮影スポットを開設

弘前公園内では公衆無線ＬＡＮ（Hirosakicity_Free_
Wi-Fi）が利用できます。詳しくは市ホームページをご
覧ください。

館田

シャトルバス
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　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・学生を対
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。
【対象となる海外派遣事業】
◎高校生の夏休み海外派遣
▽日程と内容／参加料（予定）
①オーストラリア・スクール体験＆ホームステイ（18
日間）＝７月30日～８月 16日／ 54万 8,000 円
②シンガポール・スクール体験＆ホームステイ（18
日間）＝７月30日～８月 16日／ 37万 3,000 円
③イギリス英語研修＆ホームステイ（18 日間）＝７
月29日～８月 15日／ 59万 8,000 円
④カナダ英語研修・ボランティア体験＆ホームステイ（1
７日間）＝７月30日～８月15日／59万8,000円
⑤フィリピン・プライベート英語研修＆ドミトリー
ステイ（11 日間）＝７月 29日～８月８日／ 33万
5,000 円
⑥オーストラリア生活文化体験＆ホームステイ（12
日間）＝７月26日～８月６日／49万 8,000 円
⑦フィジー無人島体験（基地作り）＆ホームステイ（９
日間）＝７月30日～８月７日／39万 8,000 円
※参加料はいずれも市の補助金交付前の額。内容など
については変更になる場合がありますので、ホーム
ページなどでご確認ください。

◎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人へのプログラム
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）
【市の補助金および事業参加申し込みについて】
▽対象　市内に住所を有する県内の高校生および県内
の大学・短期大学・専修学校に在籍する学生
▽補助金額　参加料などの補助対象経費支出額の５割
または20万円のいずれか少ない額（協会への参加料
納付前に交付）
▽申し込み方法　５月15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２階、
窓口253）へ。
※申込書および申請書は同課で配布しています。
▽選考・交付　申し込みした人のうち、市の選考委員
会で選考された人に対して交付します。
■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）

国際人育成支援事業費補助金国際人を目指す高
校生・学生を支援市民の皆さんから

公募します

　市では、高齢者福祉計画・介護保険事業計画を本年
度策定することとしています。
　計画策定に当たり、福祉施策・介護保険事業の運営
や保険料などについて審議する、保健医療関係者など
で構成する「弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計
画審議会」を設置します。
　今回、この審議会の委員を広く募集しますので、高
齢者福祉・介護保険事業について関心のある人は、奮っ
てご応募ください。
▽応募資格　市内に在住する満40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　３人程度
▽応募期限　５月16日（必着）
▽委員の任期・会議の開催　任期は委嘱の日から平成
30年３月 31日まで。会議は年４回程度で、平日の
日中に開催予定
▽謝礼など　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、
持参またはＥメールで提出してください。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号
②「弘前市の高齢者福祉と介護保険について」をテー
マとした作文（600字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市のホー
ムページに掲載しているほか、介護福祉課（市役所２
階）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　応募書類を審査の上、選考します。
▽発表　結果は応募者全員に書面で通知するほか、選
任された人を市のホームページで公表します。
■問 い 合 わ せ・ 提 出 先　介護福祉課（〒 036 ・
8551、上白銀町１の１、☎ 40・7099、Ｅメール
kaigo@city.hirosaki.lg.jp）

弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画審議会
の委員を募集

　国民健康保険制度は、受診して本人が負担する医療
費、加入者（被保険者）が納付する保険料と、国や県
などからの公費によって運営される制度です。
　政策的繰り入れとして一般会計から 1.8 億円の財
政支援を実施することとした平成29年度国保特別会
計予算案と、保険料率について１人あたり平均５％増

とする国保条例改正案をそれぞれ市議会（平成29年
第１回定例会）に上程し、可決されました。
　今後も国民健康保険制度を維持していくため、国保
加入者のご理解とご協力をお願いします。
■問い合わせ先　国保年金課（☎40・7045）

国民健康保険料率を１人あたり平均５％増の改定国保制度を
維持していくために

所得割額 均等割額 平等割額
28年度まで 29年度から 28年度まで 29年度から 28年度まで 29年度から

医療給付費分 10.2％ 10.6％ 2万 4,600 円 2万 5,400 円 2万 4,000 円 2万 4,400 円
後期高齢者支援金分 3.2％ 3.6％ 7,800 円 8,600 円 7,200 円 7,600 円
介護納付金分 3.0％ 3.4％ 9,600 円 1万 400円 5,640円 6,000円

【今年度からの国保保険料率】
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　ごみの減量化や資源化を目的に、再生資源回収運動を推進しています。この運動は、町
会や子ども会、ＰＴＡなどの団体が回収の日時・場所を決め、家庭から出される古紙類な
どの資源を資源回収業者に引き取ってもらう自主的なリサイクル運動です。
　協力団体には、回収量 1㎏当たり 4円の報償金を交付しています。なお、事前に団体
登録が必要ですので、実施を希望する団体は届け出をしてください。
■問い合わせ先　環境管理課資源循環係（☎35・1130）

環境ニュース環境ニュース
再生資源回収運動 協力団体募集

　ごみの分け方・出し方や収集されたごみのゆくえ、
家庭で手軽にできるごみの減量方法やリユース・リ
サイクルへの取り組みなどについて、市の職員を派
遣し、情報を積極的に提供します。知っているよう
で知らない、「ごみ」のことについて勉強してみま
せんか。少人数での申し込み、土・日曜日、祝日、
夜間でも可能な限り対応しますので、気軽に申し込
みください。申し込み方法など詳しくはお問い合わ
せください。
■問 い 合 わ せ・ 申 込 先　広聴広報課（☎ 35・
1194）

講座名 内容
ごみ減量・資源化について ごみ処理の現状、分別ごみのゆくえなど

はじめよう！ダンボールコ
ンポスト

家庭で簡単に生ごみを利用して堆肥（たい
ひ）を作る、ダンボールコンポストの作り
方など

ごみの分け方出し方（事業
所版）

事業所から出るごみの種類や分別のしかた、
リサイクルの方法など

あなたからはじめよう！生
ごみの水切り

ごみの減量に有効な水切りの重要性、実践
方法など

地域のみんなではじめよ
う！再生資源回収運動

再生資源回収運動の活動のはじめ方やしく
み、ノウハウについて

ごみ・リサイクルについて勉強してみませんか？～弘前市出前講座～
【ごみに関する出前講座メニュー一覧】

　詳細は、広報ひろさき４月１日号と同時配
布した、「平成 29年度健康と福祉ごよみ」の 17～ 23 ペー
ジに掲載しています。なお、本冊子は健康づくり推進課（野田２丁目、弘前市
保健センター内）、岩木福祉センター（賀田字大浦）、市役所本庁舎（上白銀町）
総合案内、岩木庁舎（賀田１丁目）、相馬庁舎（五所字野沢）などに配置して
いるほか、市のホームページでも閲覧できます。冊子についての詳細は健康
づくり推進課（☎ 37・3750）へ。

●国保特定健康診査　
●国保脳ドック　
●国保人間ドック
●後期高齢者医療制度加入
者の健康診査・歯科健診

どのくらい「健康」ですか？
自分の身体に興味を持ちましょう

健康と福祉ごよみ
健康と福祉ごよみ

平成29年度健康と福祉ごよみ
妊婦さんや乳幼児の健康診査など　…………………………………………………

子育て支援情報　………………………………………………………………………

予防接種を受けましょう　……………………………………………………………

小児（未就学児）インフルエンザ予防接種　……………………………………

高齢者インフルエンザ予防接種　…………………………………………………

高齢者肺炎球菌感染症の定期予防接種　…………………………………………

定期予防接種スケジュール　………………………………………………………

市が行う検診（健診）検診（健診）を受診しましょう　…………………………………………………

弘前市検診（健診）年齢早見表　…………………………………………………

巡回子宮・乳がん検診日程　………………………………………………………

国保が行う健診
国民健康保険加入者の特定健康診査　……………………………………………

国保人間ドック　……………………………………………………………………

国保脳ドック　………………………………………………………………………

後期高齢者医療制度加入者の健康診査　…………………………………………

検診（健診）・予防接種が受診できる医療機関　…………………………………

歯科健診について　……………………………………………………………………

　指定歯科医療機関一覧　……………………………………………………………

健康相談・禁煙相談、知っておきたい！たばこ情報　……………………………

　保険適用による禁煙治療実施医療機関　…………………………………………

こころの健康相談　……………………………………………………………………

家庭での血圧測定について　…………………………………………………………

食生活改善推進員養成講座の実施について　………………………………………

市民の健康まつり　……………………………………………………………………

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業　…………………………………

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業　……………………………………

重度心身障害者医療費助成（重度医療）制度について　……………………………

障害児福祉手当・特別障害者手当について　………………………………………

介護保険
介護サービス及び新総合事業サービスの利用手続きについて　………………

介護サービス・新総合事業サービスと利用者負担減額制度について　………

65歳以上の方の介護保険料とその納め方　………………………………………

災害などによる各種減免について　………………………………………………

弘前市急患診療所案内（小児救急医療）　……………………………………………

小児救急二次輪番病院案内　…………………………………………………………

津軽地域小児救急医療体制の案内　…………………………………………………

こども救急電話相談　…………………………………………………………………

2
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10
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12
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17

18
18
19
20
24
25
26
26
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28
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30
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弘前市
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◆平成 29 年度弘前リードマン・活動内容
氏名 活動内容

一條敦子さん（ふれ～ふれ～ファ
ミリー代表、メンタルケアアド
バイザー・食生活アドバイザー）

①講演・ワークショップ＝“まちも人も、自分も好きになろう”をテーマとした
「生活の中に楽しさを見つけ出そう」…所要時間約 1 時間半／②ワークショップ・
まち歩きなど＝“まちづくりの魅力”をテーマとした「まちの楽しさを創り出そ
う」…所要時間約 2 時間

南直之進さん（巨大アップルパ
イギネスに挑戦する会事務局長）

講演＝“社会貢献活動”をテーマとした「巨大アップルパイ」…所要時間約１時
間

片山良子さん（エッセイスト） 講演＝“津軽－ミル・シル・カタル”をテーマとした「津軽楽しや　楽しや津軽」
…所要時間約 1 時間半

清野優美子さん（弘前地区生活
改善グループ連絡協議会会長）

講演・調理実習 =“食育”をテーマとした「おふくろの味と袋の味」…所要時
間約１時間半

樋川新一さん（弘前アクターズ
スクール代表）

講演 =“夢（思い）と行動”をテーマとした「置かれた場所で、夢を形にする
方法～アイドルの経験が、面接・就活の役に立つ～」…所要時間約 1 時間半

八木橋喜代治さん（弘前市老人
クラブ副会長、ひろさき健幸増
進リーダー）

講演 =“運動から始まる地域づくり”をテーマとした「高齢者と運動～人と人
がつながり活動の輪を広げよう～」…所要時間約 1 時間半

相馬勝さん（槌子町会総務委員
長、弘前市防災マイスター）

講演 =“防災から始まる地域づくり”をテーマとした「町会活性化と自主防災
組織の必要性～自分達の地域は自分達で守ろう～」…所要時間約 1 時間半

※活動内容は、希望により、内容、時間等を調整します。

　次の弘前を担い、創る、地域活動の実践者を「弘前リードマン」に認定し、“理念・心・想い”を伝えることで、市
民主体の地域づくりの推進を図ることを目的に、弘前リードマンである７人を講演などの開催のため派遣します。

平成 29 年度 弘前リードマン派遣事業地域活動推進に
お役立てください

◆どんな人が利用できるの？…①市内に在住・在勤・
在学する人であること／②派遣先が原則市内で、会場
などの準備が整っていること／③参集人員が10人以
上であること／④営利、政治、宗教活動を目的としない
こと
※職場や学校・大学のサークルなどでも構いません。
◆利用日と時間は？…利用日はリードマンの派遣予定
日から選び、時間は利用者が設定して申し込みくださ
い。
※派遣予定日＝５月～平成30年３月
◆必ず派遣できるの？…予算の都合上、回数に制限が
ありますので、派遣できないことがあります。また、
複数の申込者による合同開催や日時の調整などをお願
いする場合があります。
◆利用料は？…基本的には発生しませんが、派遣先が
弘前市外の場合は、利用者が講師の派遣に係る交通費
を負担してください。

◆会場は？…会場の手配や準備、後片付け、会場費の
負担、派遣事業の進行などは、利用者にお願いします。
◆申し込み方法は？…「弘前リードマン派遣事業申込
書」に必要事項を記入し、開催日の 45日前までに、
市民協働政策課に直接持参するか、郵送、ファクスま
たはＥメールで申し込みください。
※申込書は市民協働政策課や岩木・相馬総合支所など
に備え付けているほか、市ホームページからダウン
ロードできます。
◆その他…利用した感想を「弘前リードマン派遣事業
利用報告書」で提出してもらいます。
■問い合わせ・申込先　市民協働政策課（〒036・
8551、上白銀町１の１、市役所２階、☎ 40・7108、ファ
クス 35・7956、Ｅメール shiminkyoudou@city.
hirosaki.lg.jp、ホ ームペ ージ http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/jouhou/seido/leadman.
html）

　市政や市民生活に対する市民の意識・意向を把握し、
施策の企画・改善に活用するため、今年も「地域経営
アンケート」を実施します。アンケート調査の結果は、
今後の市政運営にとって重要な基礎資料として活用し
ますので、ご協力をお願いします。
▽期間　４月20日～５月 22日

▽対象　16歳以上の市民＝約2,600人
※住民基本台帳から無作為に抽出します。
▽調査方法　調査員が対象世帯を訪問し、アンケート
用紙を配布・回収する方法で実施します。
■問い合わせ先　ひろさき未来戦略研究センター情報
分析・行革・連携担当（☎40・7016）

平成 29 年度地域経営アンケート調査員が対象世帯
を訪問します
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郷土文学館スポット企画展

「生誕 130 年葛西善蔵－石坂洋次
郎が魅せられた作家」
▽開催期間　４月 20 日～６月 30
日の午前９時～午後５時
※入館は午後４時半まで。
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・中
学生や外国人留学生、市内外の障が
い者、ひろさき多子家族応援パス
ポートを持参の人は無料。年齢や住
所を確認できるものの提示を。
■問郷土文学館（☎ 37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

りんご草木染展・
りんごビーズ展
　りんごを使って染め上げた作品や
りんごをモチーフとしたアクセサ
リーなどの作品を展示します。
▽とき　４月 21日～５月 21日の
午前９時～午後５時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）りんごの家
■問りんご公園（☎36・7439）

弘前学院外人宣教師館
（国重文）・礼拝堂の特別公開
【ゴールデンウィーク期間中の一般
公開は初！】
　1906年にアメリカ人宣教師の住
居として建設され、現在は国指定重
要文化財に指定されている外人宣教
師館を公開します。期間中は学生に
よる意匠や資料についての解説があ
ります。あわせて礼拝堂も公開し、
100 年以上前に制作されたステン
ドグラスやパイプオルガンも見るこ
とができます。
▽とき　４月 29日～５月２日の午

前９時半～午後４時
▽ところ　弘前学院大学（稔町）
【ハンドベルクワイア

ミニコンサート】
▽とき　４月 30 日（日）、①午前
11時～、②午後２時～
▽ところ　礼拝堂ほか
▽見学料　無料
■問弘前学院大学文学部（生島〈おじ
ま〉さん、☎34・5211）

友好都市「群馬県太田市」の
子どもたちと友達になろう！
　太田市との青少年交流事業の参加
者を募集します。
【①太田市からの受け入れ交流】
▽とき　８月２日～４日
▽ところ　弘前市内
▽内容　宿泊は伴いませんが、おお
むね３日間子どもたち同士の交流や
体験活動などに参加します。
※６月下旬から、事前説明会を含む
事前学習会を５回程度行い、参加者
同士でおもてなしの内容について考
えます。
【②太田市への訪問交流】
▽とき　８月14日～ 16日
▽ところ　太田市とその周辺
▽内容　尾島ねぷたまつりへの参加
や施設見学を予定
【③弘前市子ども会リーダー養成事
業】
▽とき　９月９日、10 月 14 日、
11 月 18 日、12 月 16 日、 平 成
30 年１月 27 日、２月 10 日の午
後２時～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）大会議室
▽内容　ゲーム、弘前公園歴史探訪、
カルタ大会など
▽対象　①～③のすべての催しに参
加できる市内の小学校４年生～６年
生＝ 15人、中学生＝５人、高校生
＝５人
▽参加料　5,000円
▽申し込み方法　はがき、ファク
スまたは Eメール（郵便番号・住
所・氏名〈ふりがな〉・電話番号・
性別・学校名・学年・保護者名を
記入）で、５月 10 日までに中央
公民館（〒 036・8356、下白銀

町 19 の４、弘前文化センター内、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp）へ。
▽その他　応募者多数の場合は、抽
選で決定します。また、参加者決定
および参加者説明会の案内は５月下
旬を予定しています。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

りんごの一年物語
第１回花摘み体験
　りんごの花が咲き、収穫するまで
お付き合いください。第１回は、美し
い花を見ながらの花摘み体験です。
▽とき　５月７日（日）、集合＝午
前９時（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山ろ
く（鼻和）
※開花状況により、場所を変更する
場合があります。
▽参加料　無料
▽持ち物　雨具、軍手
■問５月６日までに、フルーツ合衆
国（岩木山観光協会内、福澤さん、
☎兼■Ｆ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。

４
・
５
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　春の北斗七星と M35
を見よう
▽とき　４月 22 日（土）、午後
７時半～９時
★観察会　木星とみずがめ座η
流星群を見よう
▽とき　５月６日（土）、午後８
時～９時半
～共通事項～
▽ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）天文台
▽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）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休館）

9ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.４.１５
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■問ミニム事務局（渡邊さん、☎携帯
090・1376・9393〈午後５時以降〉、
■Ｅ hiromi@minimewine.com）

ダンボールを使用した
廃材サッカーボール作り教室
　使用済みダンボールを使ってサッ
カーボールを作ります。エコな手作
りボールで楽しく遊んでみません
か。
▽とき　５月６日（土）
　　　　午前９時半～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　尾崎行雄さん
▽定員　10組（小学生以下は保護
者同伴）
▽参加料　無料
※作業しやすい服装でおいでくださ
い。
■問４月 23 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。

「あゝ弘前城」を楽しく踊って
みませんか
▽とき　５月 10日～６月 14日の
毎週水曜日、午後１時～２時半
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽受講料　無料
▽持ち物　腰ひも、足袋（靴下も可）、
扇子（貸出用あり）
※当日の申し込みも可。
■問神刀剣桜流剣詩舞剣桜館（佐藤さ
ん、☎携帯090・9637・6377）

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　５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
【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
ティアスタッフを募集します。パソ
コン（ソフト）に関する知識があれ
ば、年齢・経験は問いません。
■問４月 23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。

ベテランズセミナー

　椅子に座って無理なくできるヨガ
です。
▽とき　５月11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階大会議室
▽講師　下山明子さん（ヨーガイン
ストラクター）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民

太宰治ドラマリーディング
春の定期公演 2017
　津軽カタリストによる臨場感あ
ふれる朗読劇ステージです。
▽とき　４月29日（土・祝）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　太宰治まなびの家（旧藤
田家住宅、御幸町）
▽上演作品　「海」「おしゃれ童子」
「春昼」「やんぬる哉」
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。弘前厚生
学院の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携
帯090・3123・3861）

簡単なフランス語と一緒に
学ぶワイン講座
　フランス語とフランスワインを学
びながらフランス文化に触れる講座
です。
▽とき　４月～９月の毎月第３金曜
日、午後６時半～８時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
※８月以降の開催場所は変更する場
合があります。
▽講師　新岡將光さん（日本ソムリ
エ協会公認シニアソムリエ）
▽対象　20歳以上＝ 12人
▽受講料　各回 5,000 円（テキス
ト代・ワイン代を含む）
※車での来場は不可。
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＝30人程度（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　動きやすい服装、タオル、
飲み物
■問５月８日までに、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp
火曜日は休み）へ。

大人のための英会話・
韓国語入門講座
　基本的なあいさつから買い物や道
案内、簡単な会話まで、外国人講師
とともに楽しく学びます。
▽とき　５月 12日～６月 30日の
毎週金曜日、英会話＝午後６時～７
時／韓国語＝午後７時半～８時半
（全８回）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室Ｃ
▽定員　各15人（先着順）
▽受講料　6,000円（全８回）
※別途テキスト代がかかります。
■問４月 18 日から、国際文化交流
協会（前田さん、☎携帯 090・
6489・2803、平日の午前 10 時
～午後６時）へ。

手話奉仕員養成講座（基礎編）

▽とき　５月 18 日～ 11 月 16 日
の毎週木曜日（８月３日を除く）、
午後７時～８時半（計26回）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽対象　平成 28年度手話奉仕員養
成講座（入門編）の修了者および過
去に手話奉仕員養成講座を受講した
人で、手話で日常会話ができ、事前
の面接で入門編修了者と同等の技術
を身につけていると認められる 18

歳以上の人＝20人程度
▽受講料　無料（別途テキスト代
3,240円が必要）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・年齢・職
業・手話学習歴・電話番号・ファク
ス番号を記入し、５月２日（必着）
までに、身体障害者福祉センター
（〒 036・8057、八幡町１丁目９
の17）へ。
※事前面接の会場・時間などの詳細
は返信用はがきで通知します。
■問身体障害者福祉センター（☎
36・4521）

東北女子大学公開講座

▽とき　５月13日（土）
　　　　午前10時半～午後１時半
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「おさかな食育クッキング
～旬の魚いただきます♪」
▽対象　食育に関心のある親子また
は一般＝40人
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選で決定します。
▽受講料　１組500円
■問 弘前丸魚（☎ 27・2345、■Ｈ
http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html）

弘前市子どもの祭典
実行委員募集
　11月３日（文化の日）に開催さ
れる「弘前市子どもの祭典」の企画
や運営をしてみたいという中学生と
高校生を募集します。

　イベントづくりに興味のある人、
ほかの学校の人と友達になりたい人
など、たくさんの応募をお待ちして
います。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽内容　
①企画会議（舞台発表の演目や体験
コーナーのブースなどを決めていき
ます。最初の会議は５月下旬を予定）
②祭典当日（11月３日）の運営
▽対象　市内の中学・高校生＝ 30
人程度　
■問５月 10日までに、電話かファク
スまたはＥメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者名を記入）で、弘前市
子どもの活動支援会（中央公民館内、
☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

重点３分野強化コーディ
ネーター活用事業者募集
　重点３分野（食産業、精密・医療
産業、アパレル産業）の振興を図る
ため、経営改善、新製品・新技術開
発、新事業展開および販路拡大等に
取り組もうとする「ものづくり中小
企業」を対象に、無料で専門家を派
遣し、アドバイス支援を行います。
▽派遣日　５月 17 日・18 日、７
月 11日・12日、９月 12日・13日、
11 月 14 日・15 日、１月 16 日・
17日、２月 13日・14日
▽重点３分野強化コーディネー
ター　箭内武さん（YANAI 総合研
究所代表取締役社長）
※派遣時間は応相談。
■問産業育成課（旧上下水道部庁舎２
階、☎32・8106）

 教室・講座
 

 

ひろさき応援寄附金感謝状贈呈式

　３月 30日、平成 28年度ひろさき応援寄附金（ふるさと納税）へ 10
万円以上寄附していただいた法人の皆さんへ感謝状を贈呈しました。平成
28年度に寄附をいただいた法人は下記のとおりです。
南建設、弘都電気、ほか１社（順不同）
　ひろさき応援寄附金（ふるさと納税）では、企業の皆さんからの寄附も
受け付けしています。
■問広聴広報課デザインウィーク担当（☎40・0494）

ＮＥＷＳ

 
　弘前観桜会の 100年の節目を記念し、川中美幸さんの
コンサートを開催します。
▽とき　４月29日（土）、午後１時半開演（午後１時開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽入場料（全席指定、前売り）　Ｓ席＝ 6,500 円／Ａ席
＝5,500円／シニア優待席（65歳以上）＝3,000円（数
量限定、市民会館のみで販売、身分証の提示が必要）
※当日券は500円増し。未就学児入場不可。
▽チケット販売所　市民会館、弘前文化センター、中三弘
前店、さくら野百貨店弘前店、ＥＬＭショッピングセン
ター、ローソンチケット（Ｌコード 21440）
※詳しくは市民会館ホームページをご覧ください。
■問市民会館（☎32・3374、第 3月曜日は休み）

♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦

 その他
  

～市民会館自主事業～

弘前観桜会
100 周年記念コンサート
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川中美幸
　　　～津軽さくら物語～

ふるさと納税をしてく
れたすべての人に感謝!!
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▽対象経費　大手企業等との連携
等によりりんご産業のイノベー
ションに資する設備設置や物品購
入、システム開発、園地の賃借料お
よび収量補てんに係る費用、過去に
本事業を活用した取り組みの効果
実証および成果の普及啓発経費な
ど
▽補助金の額　補助対象経費の２
分の１の額または 200 万円のいず
れか少ない額以内の額（過去に本事
業を活用した取り組みの効果実証
および成果の普及啓発経費の場合
は上限100万円）
▽申込期限　５月26日　
■問ひろさき未来戦略研究センター
（☎40・0631）

弘前文学学校 18 期生募集

　弘前文学学校では、幅広い年齢層
の人やさまざまな職業の人が集い、
文章の書き方を学んでいます。
　講義を受けるだけの人、投稿に挑
戦したい人、出版を考えている人な
ど、学ぶ喜びにチャレンジしてみま
せんか。
▽とき　４月 30日～平成 30年３
月 25日の毎月第２～４日曜日、午
前10時半～午後０時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽テーマ　「豊かな人間性と高い志
を備えた人間育成」

▽受講料　２万円
■問弘前文学学校事務局（渋谷さん、
☎88・2427）
※あおもり県民カレッジ認定校です。

ひろさきアートマルシェ

　アーティストの掘り起こしや、広
く市民にアートに触れてもらうこと
を目的として、気軽に展示販売と交
流ができるイベント「ひろさきアー
トマルシェ」を開催します。
▽とき　５月３日～５日の午前 10
時～午後３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）前庭
※雨天時は
館内で開催。
出店内容に
関する詳細
は問い合わ
せを。
■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、午前９時～午後５時、第３
火曜日は休み）

期間限定
青森空港 JAL 便を増便します
　滑走路補修工事のため、５月 11
日から７月４日までの間、三沢空港
発着便は全路線運休となります。そ
の間、青森空港の JAL 便が一部増
便となりますので、運航ダイヤなど

ファイナンシャルプラン
ナーによる無料納税相談
▽とき　５月11日・18日・25日・
28 日の午前 10 時～ 11 時、午後
２時～３時（18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　５月１日までに、
電話か窓口で申し込みください。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

りんご産業イノベーション
支援事業費補助金
　りんご産業の維持発展に資する
と考えられる「新たな」取り組みに
対して、補助金を交付します。労働
力の確保、作業の軽減、効率化、高
付加価値化などの革新的な取り組
みを募集します。
▽対象者　市内に住所を有する２
戸以上のりんご生産者で組織する
団体、または農地所有適格法人・農
業協同組合・認定農業者・認定新規
就農者のいずれか

　青森県中弘地区消防協会の定期観閲式が、市役所周
辺と弘前公園内で行われます。消防団員の機械点検や
部隊行進のほか、歴史と伝統を誇る日本一のまとい振
り、はしご乗りの演技を披露します。
▽とき　５月５日（金・祝）
▽内容　第１会場＝市役所周辺（午前７時開始）…機
械点検、放水訓練、車両分列行進／第２会場＝弘前公
園内（午前９時開始）…人員服装点検、まとい振り・
はしご乗り演技、式典

【交通規制にご協力を】
　当日、会場周辺は一般車両の通行が規制されますの
で、ご協力をお願いします。
▽交通規制区域と時間　市役所前～弘前文化センター
（下白銀町）外濠沿い、午前６時15分～８時半
■問防災安全課（☎40・7117）

消防署

大学病院

市役所

市民会館

青森地方裁判所
弘前支部
青森地方裁判所
弘前支部

観光館

中央高校 文化センター

消防観閲式 車両通行止め区域
（黒塗り部分）

■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

の詳細は、県ホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/
traffic/JAL_zobin.html）で確認
ください。
■問青森県交通政策課（☎青森017・
734・9153）

津軽の名人・達人バンク

　「津軽の名人・達人バンク」とは、
津軽地域の文化、芸術、スポーツ、
レクリエーション活動などの生涯
学習の振興に寄与するため、さまざ
まな分野において一芸に秀でた人
材を「津軽の名人・達人」として登
録し、学校・施設・団体・サークル
などで講師・指導者として利用して
もらうものです。
○利用方法　
　「名人・達
人」は市町村
窓口などに設
置している登
録者名簿か、
津軽広域連合
ホームページ
でご覧になれます。希望や目的に
あった「名人・達人」を見つけたら、
利用者が直接連絡を取り、協力を依
頼してください。指導・支援の詳細
については、利用者と「名人・達人」
とで話し合いの上、決定してくださ
い。
※講師にかかる謝礼の助成制度も
ありますのでぜひご利用ください。
また、自分の特技を人に指導でき
る「名人・達人」も募集しています。
登録方法など、詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
■問津軽広域連合「津軽の名人・達人
バンク」係（〒 036・8003、駅
前町９の 20、☎ 31・1201、■Ｅ
tsugarukoiki09@hi-it.jp、 ■Ｈ
http://tsugarukoiki.jp/）

ひろさき広域出愛サポート
センター４月休日登録会
　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。
　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　４月 29 日（土・祝）、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A
■問ひろさき広域出愛サポートセ
ン タ ー 事 務 局（ ☎ 35・1123、
■Ｈ http://www.city.hirosaki.
aomor i . jp/ jouhou/se ido/
hirosaki-deai.html）

平成 29 年度協会けんぽ　
青森支部の健康保険料率
　全国健康保険協会（協会けんぽ）
青森支部では、県内の中小企業の従
業員とその家族が加入する健康保険
事業を運営しています。
　平成 29 年度の健康保険料率は、
３月分（４月納付分）保険料より
9.97％から 9.96％に変更になりま
す。
■問全国健康保険協会青森支部（☎青
森 017・721・2713、■Ｈ http://
www.kyoukaikenpo.or.jp/
shibu/aomori/）

在宅患者訪問歯科診療

　弘前歯科医師会所属の歯科医師
が、ねたきり高齢者や身体障がい者
等の自宅などを訪問して、歯科診療
や口腔（こうくう）衛生の指導を行っ
ています。
▽診療内容など　診療、口腔ケア・
リハビリ／口腔の健康に関する啓発
／その他口腔の健康増進など
▽費用　①治療費など　②歯科医師
の交通費（自宅から遠い歯科医師の
往診を受けた場合）
※詳しくは問い合わせを。
■問弘前歯科医師会（☎27・8778）

危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　①６月 10 日、②６月 17
日、③９月２日
▽ところ　①②＝弘前東高等学校
（川先４丁目）／③弘前工業高等学
校（馬屋町）
▽種類　甲種（受験資格あり）／乙
種（第１類～６類）／丙種
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種
＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　①②＝４月 26日～５

月 12 日（４月 23 日～５月９日）
／③７月 26 日～８月４日（７月
23日～８月１日）
※（ ）内はインターネットによる
電子申請受付期間。消防試験研究
センターホームページ（http://
www.shoubo-shiken.or.jp） か
ら申し込みできます。
▽願書配布先　消防本部予防課（本
町）／最寄りの消防署・分署
【事前講習会】
▽とき　５月18日・19日（２日間）
の午前９時半～午後４時半
▽ところ　弘前消防本部３階大会議
室
※車で来場する場合は、最寄りの有
料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）
▽受付期間　４月 14日～５月９日
（平日の午前８時半～午後５時）
■問消防本部予防課（☎ 32・5104）
／最寄りの消防署・分署

弘前税務署からのお知らせ

○税額を多く申告していたとき
　「更正の請求」をして正しい税額
へ訂正を求めることができます（た
だし、法定申告期限から５年以内）。
○税額を少なく申告していたとき
　「修正申告」をして正しい税額に
修正するとともに、新たに納める税
額は、修正申告書を提出する日まで
に延滞税と併せて納めてください。
なお、修正申告をする場合には加算
税がかかることがあります。
※確定申告を忘れていたときはで
きるだけ早く申告してください。申
告が遅れると延滞税がかかるほか、
加算税もかかる場合があります。
※平成28年分確定申告の所得税お
よび復興特別所得税の振替納付日
は4月 20日、消費税および地方消
費税の振替納付日は 4月 25 日で
す。残高不足等で振替納付が出来な
かったときは延滞税がかかります。
　詳しくは国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp/）をご覧
ください。
■問弘前税務署（☎32・0331）

13ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.４.１５
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ひろさき移住サポート
センター東京事務所　
土曜日も開所しています
　平成 30年３月まで、土曜日の開
所を延長しています。移住の相談な
ど、お気軽にお越しください。
▽開所時間　月～土曜日の午前９時
～午後５時45分
※事前の予約で、午後８時まで対応可。
▽ところ　東京交通会館ビル（東京
都千代田区有楽町２丁目）６階
■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）

青森県宅建協会による
一般公開無料セミナー
▽とき　４月25日（火）、午後３時～
▽ところ　弘前プラザホテル（代官
町）
▽テーマ　①弘前型スマートシ
ティについて／②弘前城本丸石垣
修理の解説
※事前の申し込みが必要。
■問青森県宅地建物取引業協会弘前支
部（☎26・1030、■Ｆ 26・1033）

肺がん、中皮腫などの、石綿関連
疾病に罹った人への補償・救済
　石綿を吸い込むことにより発症
する疾病には、肺がん、中皮腫、石
綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿
胸水など呼吸器系疾病が多く、その
潜伏期間は石綿を吸ってから 30年

以上と非常に長いことが特徴です。
　これらの呼吸器系疾病が石綿を
吸い込んだことが原因であると認
定された人には、国が運営する労災
保険制度もしくは石綿健康被害救
済制度から各種給付を受けること
ができます。もし、皆さんの家族に、
仕事で石綿を取り扱い、または吸っ
たことがあり、肺がん、中皮腫等の
呼吸器系疾病に罹った人、もしくは
亡くなった人がいたら、お問い合わ
せください。
■問青森労働局労災補償課（☎青森
017・734・4115）／弘前労働基
準監督署（33・6411）

多重債務相談窓口
▽とき　平日の午前８時半～正午、
午後１時～４時半
▽ところ　青森財務事務所（青森市
新町２丁目、青森合同庁舎３階）
▽電話番号　相談専門ダイヤル…
☎青森017・774・6488
▽相談料　無料
■問青森財務事務所理財課（☎青森
017・722・1463）

飲食店経営セミナー

▽とき　６月５日～７月 31日の毎
週月曜日（祝日を除く）、午後２時
半～４時半（全８回）
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部（小比内３丁目）
▽対象　飲食店経営者など＝ 30人
（先着順）
▽受講料　２万円（分納可）
▽講師　牛田泰正さん（弘前医療福
祉大学短期大学部教授）
▽修了資格　修了者は弘前医療福祉
大学短期大学部から飲食店経営管理
士の資格が得られます。
■問電話かファクス（氏名・連絡先を
記入）で、弘前城東学園（☎ 27・
1001、■Ｆ 27・1023）へ。

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　５月 13 日・27 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）

 

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・祝日の入院を必要としない
軽症の急患や特定の診療科目に対応
するため、当番医がそれぞれの医院
において診療します。
◎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
５／7 関医院中津軽診療所（賀

田 1）
☎82・3006

14 さがらクリニック（桔梗野
１）

☎37・2070

21 千葉胃腸科内科医院（石渡
3）

☎36・7788

28 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
５／3 やすはら耳鼻咽喉科（安

原３） ☎88・0087
4 おおた眼科（駅前町） ☎38・2333
５ 福島耳鼻咽喉科（百石町）☎32・5032
7 代官町クリニック吉田眼

科（代官町） ☎38・4141
28 あきた耳鼻咽喉科クリニ

ック（南城西２） ☎32・2332

歯　科
５／3 楠美歯科クリニック（中

野２）
☎34・1182

成田歯科クリニック（八
幡町２）

☎34・2977

4 めぐみ歯科医院（城東２）☎28・3202
山崎歯科クリニック（宮
川２）

☎36・8811

5 笹村歯科医院（城東中央
４）

☎28・0797

おおつ歯科クリニック
（山王町）

☎32・4832

7 和徳歯科医院（和徳町） ☎32・2606
14 菊地歯科医院（中野１） ☎32・7257
21 おおしみず歯科クリニッ

ク（大清水１）
☎28・5211

28 大手門歯科（元大工町） ☎33・6030

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  175,440人　   （－    232）
　 男　　  80,442人　   （－    127）
　 女　　  94,998人　   （－    105）
・世帯数　 71,450世帯    （  －90）
平成 29年３月１日現在（推計）
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教室名 とき ところ 対象・定員 参加料 備考 問い合わせ・申込先

岩木山総合公
園ヨーガ教室

毎週水曜日、午前 10時～正午
※天候により、屋外で森林ヨー
ガを、６月～ 10月の第４水曜
日はおでかけヨーガを実施。

岩木山総合公園ち
びっこアリーナ
（百沢字裾野）

１回500円
（初回無料）

弘前駅前より無料シャ
トルバス有り。詳しく
は問い合わせを。

実施日当日（おでかけヨーガ
は実施日の１週間前）までに、
岩木山総合公園（☎ 83・
2311）へ。

高原を歩こ
う！さわやか
ウオーキング

５月～10月の毎週月・木曜日、
午前 10時 15分～ 11時 45分
※月曜日＝速歩ウォーク／木曜
日＝散歩ウォーク（第３木曜日
は園外プログラムを実施）。

岩木山総合公園
（百沢字裾野）  無料

実施日当日（園外プログラム
は実施日の１週間前）までに、
岩木山総合公園（☎ 83・
2311）へ。

市民弓道教室
４月～平成30年３月の毎週木
曜日、午後５時～８時
※初回は４月 27日。

市立弓道場（笹森
町）

有段者＝10
人（先着順） 1,500 円  

４月 22日までに、弘前弓道
会（棟方さん、☎携帯 090・
5231・9562）へ。

健康太極拳教
室

４月～平成30年３月の毎週金
曜日、午後１時半～３時半

青森県武道館（豊
田２丁目）

14歳以上＝
10人（先着
順）

１回 500円 （※ 2）
実施日前日までに、楊太極拳
（工藤さん、☎携帯 090・
9232・7386）へ。

弘前あすなろ
ジュニアソフ
トテニス

①前期…４月～10月／②後期
…11月～３月
※４月 21日・28日の午後７時
～９時、４月 30日の午後６時
～８時（５月以降の予定は後日
連絡）

①運動公園（豊田
２丁目）テニスコ
ート／②青森県武
道館（豊田２丁
目）・市民体育館
（五十石町）

５歳～中学
生

前期・後期各
6,000 円
※前期から継
続した場合後
期は 3,000 円

ラケット・テニスシュ
ーズの持参を。
※ラケットの貸し出し
有り。

弘前あすなろジュニアソフト
テニスクラブ（阿部さん、☎
兼■F 34・4451、☎携帯
090・2024・1482）

リベチャレス
ペシャルデー
（サッカー・テ
ニス・コーデ
ィネーション
ボウリング・
ゴルフ）

４月23日（日）、午後３時～５
時（受け付けは午後２時45分～）

青森県武道館（豊
田２丁目）主競技
場

年長～小学
生＝100人
（先着順）

500円
※各種目 15分程度のお
試し体験です。
（※２）

４月 20日までに、電話かフ
ァクス（氏名・学校名または
園名・学年・連絡先を記入）で、
リベロスポーツクラブ事務局
（☎ 55・5143、 ■F 55・
5144）へ。

ジュニアゴル
フ教室

４月23日（日）、①午前 10時
～ 11時半、②午後１時～２時
半
※雨天中止

岩木川市民ゴルフ
場管理棟（清野袋
２丁目）

高校生以上
のゴルフ初
心者・未経
験者＝各回
4人（先着
順）

１回 1,500 円 道具はすべて貸し出し
します。

４月 20日までに、岩木川市
民ゴルフ場（☎ 36・7855）へ。

早朝ノルディ
ックウオーキ
ング

４月29日・30日、５月３日・
４日の午前６時～７時 弘前公園内

※開始 10分前ま
でに市民体育館正
面玄関前集合。

約３km歩く
ことのでき
る人＝各回
10人（先着
順）

１回 500円
小さめのリュックまた
はウエストポーチ、ノ
ルディックウオーキン
グ用ポールの持参を。
※ポールは貸し出し有
り（１回 100円）。

窓口または電話で、河西体育
センター（☎ 38・3200）へ。

ノルディック
ウオーキング
体験会

５月12日～ 11月 10日の毎週
金曜日（８月 11日を除く）、午
前 10時～ 11時半

約５km歩く
ことのでき
る人

2,500 円

ソフトテニス
教室

５月～６月の毎週月・水曜日、
午後１時～３時 運動公園（豊田２

丁目）庭球場
大学生以上
の市民＝各
10人程度

１回 500円 ラケットの貸し出し有
り。

リベロスポーツクラブ事務局
（☎ 55・5143、■F 55・
5144）初心者硬式テ

ニス教室
５月12日～６月の毎週金曜日、
午後７時半～９時

笑う健康体操
体験会

５月７日（日）、午前 10時半～
正午（受け付けは午前 10時～）

みなみ会館（大町
２丁目）  100 円※小学

生以下は無料。 バスタオルの持参を。
弘前笑いヨガクラブ（小嶋さ
ん、☎携帯 090・3752・
1537）

筋膜リリース
教室

①体験コース＝５月11日～ 25
日の毎週木曜日／②６月８日～
７月 13日の毎週木曜日
※時間はともに午前 10時～正
午

河西体育センター
（石渡１丁目）

各回20人
（先着順）

① 2,700 円
（全３回）／②
5,400 円（全
６回）

（※２） 河西体育センター（☎ 38・
3200）

気軽にスポー
ツ体験教室

５月12日～６月30日の毎週金
曜日、午前 10時半～正午

金属町体育センタ
ー

市民＝15
人 無料 （※２）

４月 30日（必着）までに、
金属町体育センター
（〒 036・8245、金属町１の
９）へ。
（※１）

武術講習会

①韓氏意挙養生功講習会＝５月
19日の午後６時半～／②韓氏意
挙初級講習会＝５月20日の午後
１時15分～／③剣体研究会講習
会＝５月20日の午後４時～

清水交流センター
（大開２丁目）  

①③＝ 4,000
円／② 5,000
円

 
日本韓氏意挙学会青森分館
（櫻庭さん、☎携帯 090・
7065・9076）

各種スポーツ・体操教室

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・電話番号・教室名を記入の上、各申込先まで申し込みを。応募多数
の場合は抽選で決定。家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。
※２…室内用シューズの持参を。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。実施内容など詳しくは各施設ま
でお問い合わせください。
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　これまで集団健康診査方式で行っていたマタニ
ティ歯科健康診査を、4月 1日から個別受診方式と
し、妊娠中に指定歯科医療機関で無料で１回受けられ
るようになりました。妊娠中は、女性ホルモンや食生
活の変化、つわりによる不十分な歯みがき等により、
むし歯や歯周病が発生しやすい状況にあります。さら
に、重度の歯周病は早産や低体重児出生のリスクを著
しく高めると報告されています。母子の健康を守るた
めに、歯科健康診査を受けましょう。
▽健診内容　歯の状況、歯肉の状況、その他口の中や

地区 指定歯科医療機関名 電話番号 地区 指定歯科医療機関名 電話番号

朝
陽

大手門歯科（元大工町） ☎ 33・6030 桔
梗
野

あおば歯科医院（桔梗野４） ☎ 31・3343
くどう歯科（茂森町） ☎ 31・0120 桔梗野歯科（桔梗野２） ☎ 35・8177
渡辺歯科医院（茂森町） ☎ 32・5800 盛歯科クリニック（桔梗野１） ☎ 33・8148

大
成

赤石歯科医院（上瓦ケ町） ☎ 33・4181

文
京

かなもり歯科（中野５） ☎ 89・1550
明本歯科医院（大町３） ☎ 35・4774 菊地歯科医院（中野１） ☎ 32・7257
梅原歯科医院（土手町） ☎ 32・7330 佐藤歯科医院（中野１） ☎ 33・2158
大町歯科医院（大町３） ☎ 31・7275 三和歯科クリニック（中野４） ☎ 87・7070
川崎歯科（紙漉町） ☎ 33・7475 副島歯科医院（稔町） ☎ 38・7272
矯正歯科じん歯科クリニック（大町２）☎ 37・1182 安原田中歯科医院（安原３） ☎ 37・7311
スクエア歯科（富田３） ☎ 39・4180

東

さくらデンタルクリニック（城東北３）☎ 26・1188
中畑歯科診療所（山道町） ☎ 32・6650 笹村歯科医院（城東中央４） ☎ 28・0797
野村歯科医院（西川岸町） ☎ 32・8695 関歯科医院（和泉１） ☎ 26・2789
松野歯科医院（上瓦ケ町） ☎ 37・8148 第一歯科（城東中央３） ☎ 27・7706
松山歯科医院（富田３） ☎ 33・2020 第一ファミリー歯科（城東中央３） ☎ 28・1888

三
大

石岡歯科医院（松森町） ☎ 32・1078 なかむら歯科医院（末広４） ☎ 26・0388
いちむら歯科医院（取上２） ☎ 31・0756 鳴海デンタルクリニック（城東中央３）☎ 26・2301
やぎはしファミリー歯科（富田町） ☎ 36・4180 和徳

地区 あまない歯科医院（神田１） ☎ 88・6400

和
徳
学
区

遠藤歯科（代官町） ☎ 36・5560
川村歯科医院（野田１） ☎ 32・4073 清水 秋元歯科クリニック（大開２） ☎ 88・1513
代官町クリニック吉田歯科（代官町） ☎ 38・4142

豊
田

弘南歯科医院（川先４） ☎ 26・0888
波多野歯科医院（徳田町） ☎ 32・2861 デンタルオフィスよしだ（早稲田３） ☎ 26・2525
ほくおう歯科医院（北横町） ☎ 33・4618 ひまわり歯科クリニック（早稲田２） ☎ 29・3738
ミカミ歯科（駅前１） ☎ 33・5400 めぐみ歯科医院（城東２） ☎ 28・3202
山崎歯科クリニック（宮川２） ☎ 36・8811 毛内歯科医院（田園４） ☎ 29・2332
和徳歯科医院（和徳町） ☎ 32・2606

堀
越

杉山歯科クリニック（泉野２） ☎ 55・0811

時
敏

おおつ歯科クリニック（山王町） ☎ 32・4832 なるみ歯科（大清水４） ☎ 38・1115
オリオン歯科クリニック（元寺町） ☎ 33・0418 やまざき歯科（大清水４） ☎ 39・6666
百石町デンタルクリニック（百石町） ☎ 55・6480 千年 竹沢歯科クリニック（松原西３） ☎ 88・1717
松枝歯科医院（下白銀町） ☎ 35・2157

藤
代

梅村歯科クリニック（石渡１） ☎ 32・7311

北
あべ歯科医院（青山３） ☎ 37・3737 浜の町歯科クリニック（浜の町東３） ☎ 37・3566
清歯科医院（青山５） ☎ 37・8020 ふじた歯科医院（石渡４） ☎ 37・3118
たかち歯科小児歯科医院（向外瀬４） ☎ 37・5533

石
川

工藤歯科医院（石川字家岸） ☎ 92・2330

下
町

くりの木デンタルクリニック（新町） ☎ 88・7676 弘前インター歯科クリニック（石川字
平岡） ☎ 55・8214城西歯科クリニック（五十石町） ☎ 33・6680

ソレイユ歯科医院（新町） ☎ 39・7303 岩
木

小泉歯科医院（高屋字本宮） ☎ 82・3232
城
西

やがわ歯科医院（城西４） ☎ 39・6400 佐藤歯科診療所（賀田字大浦） ☎ 82・3032
よりみつ歯科クリニック（南城西２） ☎ 88・6402    

マタニティ歯科健康診査

が変わりました

顎の状況、健診結果に基づく歯科保健指導
▽持ち物　マタニティ歯科健康診査受診券（受診券は
母子健康手帳の交付を受けた人に交付します）、母子
健康手帳、普段使用している歯ブラシ、歯間ブラシ、
デンタルフロスなど
▽受診方法　下記の指定歯科医療機関の診療時間内
に受診できます（要予約）。受診できる日時など、詳
しくは各指定歯科医療機関に問い合わせを。
■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）

健診料は無料！

■編集発行　弘前市経営戦略部広聴広報課　〒 036-8551　弘前市大字上白銀町 1-1　☎ 35・1111　ファクス 35・0080
■ホームページ   http://www.city.hirosaki.aomori.jp/　■公式フェイスブック  https://www.facebook.com/hirosakicity

※「広報ひろさき」は録音版も発行しています。ご希望の人は広聴広報課までお知らせください。


