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　日本を代表するオーケストラ「Ｎ
ＨＫ交響楽団」による演奏会が弘前
で開催されます。迫力の演奏をお聴
き逃しなく！
▽とき　8 月 26 日（土）、午後 3
時開演（午後 2 時 15 分開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽内容　指揮者…広上淳一、ピアノ
…キット・アームストロング
▽演奏曲　モーツァルト ピアノ協
奏曲第 26 番二長調 K.537「戴冠
式」、チャイコフスキー 交響曲第 5
番ホ短調作品 64
※出演者・曲目・開演時間等を変更
する場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。
▽料金（全席指定）　Ｓ席＝ 6,000
円、 Ａ 席 ＝ 5,000 円、 Ｂ 席 ＝
4,000 円

ＮＨＫ交響楽団演奏会
　弘前公演

※小学生未満は入場不可。
▽チケット取扱所　市民会館、紀伊
國屋書店弘前店、さくら野百貨店弘
前店、弘前大学生協、ヒロロ１階イ
ンフォメーション、ローソンチケッ
ト（Ｌコード：22730）、チケット
ぴあ（Ｐコード：328-091）、e+（イ
ープラス
▽その他　車いす席（6,000 円）
を希望の人は、ＮＨＫプラネット東
北までお問い合わせください。
※会場の駐車スペースには限りがあ
りますので、なるべく公共交通機関
のご利用をお願いします。
■問い合わせ先　ＮＨＫプラネット
東北（☎仙台 022・215・1732、
平日の午前 9 時半～午後 6 時）／
ＮＨＫ青森放送局（☎青森 017・
774・5111、平日の午前 9 時半～
午後 6 時）
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【今号の表紙】
そ～っと、そ～っとね。
　４月 14 日、弥生いこいの広場（百沢字東
岩木山）がオープンしました。当日は開場を
待ちわびた市内の園児約 180 人が開場式に
参加して遊戯を披露するなどしたほか、ふれ
あいコーナーで動物たちとの触れ合いを楽し
みました。園児らは土管に隠れたウサギが逃
げないようにそっとのぞき込み、ふわふわの
毛を触ってははしゃいでいました。

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.５.１

がんばる企業！

　市が発行する「ひろさき多子家族応援パスポート」を
持参した市民または 65 歳以上の市民が丸一石油商会（一
町田字村元）でガソリン・軽油を給油した場合に、店頭
価格から 3 円差し引いて販売。

有限会社 丸一石油商会 株式会社 日本アクセス

　農業経営の安定化を促進し、地域農業の活性化を図
ることを目的に、株式会社日本アクセスの販路を活用
してりんごの輸出拡大に取り組む。

スカパー JSAT 株式会社

　当市におけるテレビ視聴環境の向上を図るため、市
民を対象に、スカパー！プレミアムサービス視聴用
チューナーや BS 対応スカパー！アンテナ、標準取付
工事の無償化施策を実施。

株式会社 楽天野球団

① Kobo パーク宮城（仙台市宮城野区）で開催のパ
シフィック・リーグ公式戦への市内小学生の招待およ
びその保護者の優待／②野球教室の開催／③当市で開
催のパシフィック・リーグ公式戦への児童養護施設入
所児童の招待／④楽天イーグルス未来塾の実施

損害保険ジャパン日本興亜 株式会社

　市内の女性の活躍が進み、地域の活性化につながる
ように、市と損害保険ジャパン日本興亜株式会社が事
務局となり官民連携による「女性活躍推進異業種交流
会」を年 4 回開催。

　市では、「弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を推進し、
人口減少の抑制や地域経済の維持・成長につなげるため、さま
ざまな知識や経験、アイデアを持つ民間企業等から提案を受け
た事業に連携して、市民に有益なサービスを提供します。
■問い合わせ先　ひろさき未来戦略研究センター（☎ 40・
7021）

ひろさき地方創生
パートナー企業

　当市の人口は、平成７年の 19 万 4,000 人をピー
クに減少を続け、生産年齢人口の減少、少子高齢化が
さらに進行する見込みとなっています。推計のとおり
人口減少が進めば、労働力や消費活動の減少による経
済規模の縮小や税収減、社会保障費の増大等を引き起
こし、結果として当市の総合的な地域活力を低下させ
る可能性があります。このような悪循環に陥る前に、
人口減少を抑制し、地域経済の維持・成長を成し遂げ

るため、あらゆる分野の課題に対し、オール弘前体制
で取り組む「弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
を策定しました。今号では、その総合戦略の策定方針
の一つである「官民協働による総合戦略の推進」のも
と、官民連携の取り組みとして行っている「ひろさき
地方創生パートナー企業制度」や、さまざまな形で社
員を支援し課題の解決に取り組んでいる企業を認定す
る制度を紹介します。

KNT-CT ホールディングス 株式会社

　近畿日本ツーリストグループを統括している KNT-
CT ホールディングスと連携し、当市への着地型旅行
商品の開発や弘前を周遊するイベント等を実施。

東京海上日動火災保険 株式会社

　市内企業を対象とした BCP（事業継続計画）策定
に関するワークショップを当市と東京海上日動火災保
険株式会社が連携して開催し、その後も市内企業が事
業継続計画を作成するまでの訪問支援を実施。
※ BCP…自然災害などの緊急事態に備えた事業継続
計画。

NTT コミュニケーションズ 株式会社

　市内のモデル校（高杉小学校、文京小学校、千年小
学校）に、タブレット型端末を提供。授業の中でタブ
レット型端末を児童「1 人 1 台」形式で利用し、Ｎ
ＴＴコミュニケーションズ株式会社が開発した教育シ
ステム「まなびポケット」を活用して、ICT（情報通
信技術）活用教育を推進。
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　従業員が働きやすい職場環境を整え、健康寿命の延伸
を図るため、積極的に健康づくりに取り組む企業等。
■問い合わせ先　健康づくり推進課（☎ 37・3750）

ひろさき健やか企業

認定番号 認定年月日 企業名
1 H26.6.26 弘果弘前中央青果 株式会社
2 H26.9.1 株式会社 ひろさき元気会計
３ H26.10.28 株式会社 オアシス
4 H26.10.28 株式会社 大伸管工業所
５ H26.10.28 和電工業 株式会社
６ H26.10.28 アップルウェーブ 株式会社
７ H27.2.23 株式会社 大成コンサル
８ H27.6.1 津軽警備保障 株式会社
９ H27.6.1 株式会社 弘前公益社
10 H27.6.1 有限会社 弘前一心堂
11 H27.6.1 株式会社 ゆうネット
12 H27.11.17 株式会社 タムロン生産本部
13 H27.11.17 株式会社 青南商事
14 H27.11.17 ニューメタル 株式会社
15 H27.11.17 株式会社 青南エクスプレス
16 H28.1.27 株式会社 永澤興業
17 H28.1.27 株式会社 日善電気
18 H28.1.27 鎌田設備工業 株式会社
19 H28.1.27 株式会社 弘都電気
20 H28.1.27 張山電氣 株式会社
21 H28.1.27 株式会社 東管サービス
22 H28.1.27 株式会社 弘前水道

認定番号 認定年月日 企業名
23 H28.3.30 株式会社 弘新建設
24 H28.3.30 城東電気 株式会社
25 H28.3.30 東弘電機 株式会社
26 H28.3.30 丸勘建設 株式会社
27 H28.3.30 株式会社 佐藤惣建設
28 H28.3.30 株式会社 村上組
29 H28.3.30 猪股建設 株式会社
30 H28.4.20 アサヒ建設 株式会社
31 H28.4.20 株式会社 東邦設備工業所
32 H28.4.20 株式会社 前山組
33 H28.4.20 阿保設備工業 株式会社
34 H28.4.26 興産設備工業 株式会社
35 H28.4.26 株式会社 共同設備
36 H28.4.26 弘鉄電気工事 株式会社
37 H28.5.19 株式会社 マル長
38 H28.8.4 富士建設 株式会社
39 H28.9.6 共立設備工業 株式会社
40 H29.2.17 株式会社 工藤工務所
41 H29.2.17 株式会社 南建設
42 H29.2.17 株式会社 セーフティロード
43 H29.2.23 フラワー観光 株式会社

　仕事と子育てを両立できるような職場環境づくりや、
地域での子育て支援活動に積極的に取り組む企業等。 
■問い合わせ先　子育て支援課（☎ 40・7038）

弘前市子育て応援企業

認定番号 認定年月日 企業名

1 H28.9.25 医療法人社団 クロース・
トゥ・ユーESTクリニック

2 H28.9.25 和電工業 株式会社
3 H29.4.13 社会福祉法人 千年会
4 H27.8.21 社会福祉法人 弘友会
5 H27.10.1 津軽警備保障 株式会社
6 H27.12.18 弘鉄電気工事 株式会社
7 H28.1.26 株式会社 東管サービス
8 H28.1.26 張山電氣 株式会社
9 H28.2.23 嶽開発 株式会社
10 H28.2.23 興産設備工業 株式会社
11 H28.2.23 株式会社 南建設
12 H28.2.23 株式会社 中三
13 H28.3.29 株式会社 デンユウ
14 H28.3.29 株式会社 佐藤惣建設
15 H28.4.11 株式会社 前山組
16 H28.4.11 株式会社 東邦設備工業所
17 H28.4.22 アサヒ建設 株式会社
18 H28.4.27 吉川建設 株式会社
19 H28.4.27 株式会社 大伸管工業所

認定番号 認定年月日 企業名
20 H28.5.6 東弘電機 株式会社
21 H28.5.30 株式会社 マル長
22 H28.5.30 有限会社 丸二建設
23 H28.6.14 株式会社 弘前水道
24 H28.6.24 猪股建設 株式会社
25 H28.8.1 城東電気 株式会社
26 H28.8.8 株式会社 共同設備
27 H28.8.17 株式会社 マルノ建築設計
28 H28.8.17 株式会社 日善電気
29 H28.8.19 鎌田設備工業 株式会社
30 H28.8.30 株式会社 永澤興業
31 H28.9.26 株式会社 弘都電気
32 H28.10.4 株式会社 弘新建設
33 H28.10.6 共立設備工業 株式会社
34 H29.3.16 株式会社 クリンテック
35 H29.3.16 株式会社  I・M・S
36 H29.3.16 株式会社 旭組
37 H29.3.16 丸勘建設 株式会社
38 H29.3.16 株式会社 工藤工務所

弘前市移住応援企業

認定番号 認定年月日 企業名
1 H28.9.25 株式会社 コンシス
2 H27.12.11 株式会社 東邦設備工業所
3 H27.12.11 株式会社 共同設備
4 H27.12.11 阿保設備工業 株式会社
5 H27.12.11 株式会社 岩木水道
6 H27.12.11 株式会社 高橋設備工業所
7 H27.12.11 和電工業 株式会社
8 H28.1.26 株式会社 東管サービス
9 H28.1.26 張山電氣 株式会社
10 H28.2.23 共立設備工業 株式会社
11 H28.2.23 株式会社 バリューＨＲ
12 H28.3.29 株式会社 弘前水道
13 H28.3.29 東弘電機 株式会社
14 H28.4.27 株式会社 石豊建設
15 H28.4.27 株式会社 佐藤惣建設
16 H28.4.27 株式会社 大伸管工業所
17 H28.4.27 弘鉄電気工事 株式会社

認定番号 認定年月日 企業名
18 H28.4.27 興産設備工業 株式会社
19 H28.6.3 アサヒ建設 株式会社
20 H28.6.3 有限会社 丸二建設
21 H28.6.17 猪股建設 株式会社
22 H28.6.17 株式会社 弘都電気
23 H28.6.24 鎌田設備工業 株式会社
24 H28.7.19 株式会社 日善電気
25 H28.7.19 城東電気 株式会社
26 H28.8.26 株式会社 クリンテック
27 H28.9.15 株式会社 永澤興業
28 H28.10.24 NPO法人 弘前 Jスポーツプロ

ジェクト
29 H28.10.28 株式会社 弘新建設
30 H28.11.22 NPO法人 スポネット弘前
31 H29.2.13 株式会社 南建設
32 H29.2.13 株式会社 村上組
33 H29.3.21 丸勘建設 株式会社

　首都圏などをはじめとした他地域からの移住および観光
や二地域居住といった交流を促進し、地域の活性化に積極
的に取り組む企業等。
■問い合わせ先　ひろさき未来戦略研究センター（☎
40・7121）

　当市の課題である人口減少問題に対応するため、市外から
の移住、社員等の子育て支援や健康づくり、女性が働きやす
い環境づくりに積極的に取り組む企業等を認定するもので
す。
　今回は部門別に認定された企業を紹介します。

人口減少対策に
係る企業認定制度

※平成 29年３月末時点。

※平成 29年３月末時点。

※平成 29年３月末時点。

54 ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.５.１

リスク発生時も
事情を理解し支
援 し て い ま す。
このような取り
組みをすること
に よ っ て、 社 員
の仕事への意欲
も一層高まっているように感じます。
　優秀な人財の離職理由が、「育児・介護」であるこ
とは、会社にとっても社員にとっても非常にもった
いないことではないでしょうか。子育てや介護をし
ながらでも個々の社員が能力を発揮できる働き方を
考えることが企業の役目だと考えています。

弘前市女性活躍推進企業
　女性の職業生活における活躍を推進するため、女性の
雇用環境の改善に向けた自主的な取り組みを実施してい
る企業等。
■問い合わせ先　市民協働政策課（☎ 31・2500）

認定番号 認定年月日 企業名
1 Ｈ 29.3.9 株式会社 I・M・S
2 Ｈ 29.3.14 有限会社 ジュエリーかまた

認定番号 認定年月日 企業名
3 Ｈ 29.3.22 株式会社 テクニカル
4 Ｈ 29.3.31 株式会社 東邦設備工業所

女性が効率よく働ける職場です

　フレックスタイム制を利用し、子育て中の社員でも
働きやすい職場となるよう心掛けています。退勤後の

時間を有効的につかった
り、子供の看病で早退す
る社員に対しての周りの
サポートの体制がしっか
りと整っています。
　個々の社員が限られた
時間で効率よく業務をこ
なしてくれているからこ
そ、子どもの発熱などの

株式会社 I･M･S 代表取締役

三上　友子 さん

※平成 29年３月末時点。

※フレックスタイム制…決められた労働時間の中で労働者自身が始業や終業の時刻を決定することができる変形労働制の一つ。
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　子どもの健やかな成長や家庭につ
いて、国民全体で考えることを目的
に、毎年５月５日のこどもの日から
１週間を厚生労働省が主唱し、「児
童福祉週間」と定めています。
　次代を担う子どもたちが健やかに
育つことは私たちの願いであり、そ
のような環境をつくることは大人の
役割です。

【家庭で親子のふれあいを】
　子どもの不安や悩み、夢、将来の
希望などについて話し合う機会を設
けましょう。親子で一緒に料理や食
事をするなど、ふれあう時間を作り
ましょう。

【児童虐待は早期に通報を】
　児童虐待は、未然に防止すること
が大切です。児童虐待が疑われる場

合などは通報をお願いします。
▽通報先
○子育て支援課子育て支援係（☎
40・7038）
○弘前児童相談所（下白銀町、☎
36・7474）
○弘前警察署（八幡町３丁目、☎
32・0111）
○各地区の主任児童委員
■問い合わせ先　子育て支援課子育
て支援係（☎ 40・7038）

児童福祉週間　５月５日～ 11 日
できること　たくさんあるよ　きみのてに（平成 29 年度児童福祉週間標語）

　どうやって選ばれるの？

　市では、地域の住民や実情に詳し
い町会（主任児童委員の場合は地区
社会福祉協議会）に候補者の推薦を
お願いしています。市民生委員推薦
会において候補者の審査を行った
後、県知事へ推薦します。その後、
県の審査を経て厚生労働大臣が委嘱
します（任期は３年）。
　現在、全国には約 23 万人の民生
委員・児童委員がおり、市内では
370 人（平成 29 年４月１日現在）
の委員が活動しています。

　どんな活動をしているの？

　住民の立場に立ってさまざまな相
談を受け、内容に応じて市役所の窓
口や関係機関を紹介したり、情報提
供を行ったりしています。また、日
ごろから一人暮らしの高齢者などの
見守りのほか、市や社会福祉協議会
などが行う調査や事業に協力してい
ます。
　なお、民生委員・児童委員は市内
26 地区民生委員児童委員協議会に
所属し、毎月の会議において情報伝
達や地域内の福祉課題について協議

を行うとともに、研修会を開催し、
委員としての知識の習得に努めてい
ます。

　相談内容の秘密は
　守られるの？
　民生委員・児童委員は、民生委員
法によって常に「個人の人格を尊重」
するとともに、「秘密を守る」こと
が義務付けられており、相談内容や
個人のプライバシーの保護に配慮し
ながら活動しています。

　担当区域はあるの？

　当市の場合、世帯を受け持つ民生
委員・児童委員の担当区域は、町会
を基本単位としています（規模の大
きい町会には複数の委員が配置され
ている所があります）。また、主任
児童委員は地区民生委員児童委員協
議会ごとに１～２人配置されていま
す。担当の民生委員・児童委員を知
りたい時などは、お問い合わせくだ
さい。
■問い合わせ先　福祉政策課総務係

（☎ 40・7037）

　民生委員は地域の皆さんが安心して生活できるよう、ボランティ
アで相談・支援活動などを行っています。また、児童福祉法によっ
て児童委員を兼ねており、児童問題を専門に担当する主任児童委員
と呼ばれる人もいます。
　民生委員・児童委員制度は、大正６年５月 12 日に岡山県で誕生
した済世顧問（さいせいこもん）制度が源といわれ、５月 12 日に
制度創設 100 周年を迎えます。当市でも昭和 21 年から活動してお
り、約 70 年の長い歴史があります。
　ここでは、民生委員・児童委員の役割や活動などについて紹介し
ます。

５月 12 日は民生委員・児童委員制度 100 周年の日

知っていますか？
民生委員・児童委員

◎当市の相談・支援件数…約

9,200 件
◎活動日数…延べ４万 1,100 日

（平成 28 年度実績）
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５月３日は　
観桜会記念日！
５月３日は　
観桜会記念日！

●弘前観桜会記念日パレード
　弘前路地裏探偵団などによる仮装集団、昔懐かしい
ちんどん屋さん、担ぎねぷたとおはやし、自衛隊剣舞
など、パレードで記念日を盛り上げます。
▽とき　5 月 3 日、午前 10 時～
▽コース　弘前公園内追手門から下乗橋付近まで

●弘前観桜会記念日
「プレミアムチケット」

　弘前公園内の出店などで使用できる 1,200 円分の
チケット（100 円× 12 枚綴り）を 1,000 円で販売
します。
▽販売日　5 月 3 日、午前 9 時～
▽販売所　さくらまつり本部および四の丸案内所（弘
前公園内）
▽使用期限　5 月 6 日まで
▽販売数　1,000 セット（１人 1 セット）

●和装で観桜会
　昔は観桜会には正装をして弘前公園に行ったもので
す。5 月 3 日は、和装で観桜会に来ると、本丸・北
の郭などで優待入場できます。ぜひ和装で観桜会へ出
かけましょう。
▽対象　和装の来園者　
▽内容　本丸、北の郭、弘前城植物園、藤田記念庭園
の入場が無料
※入場の際は、さくらまつり本部、四の丸案内所で
配布する無料チケットが必要です（無料チケットは 5
月 3 日のみ有効）。

●満開の打ち上げ花火
　記念日を祝って花火を打ち上げます。桜の花びらが
舞う夜空を大輪の花火で満開にします。弘前公園市民
広場、ピクニック広場からの観覧がおすすめです。
▽とき　5 月 3 日、午後 7 時ごろ～

■問い合わせ先　弘前観桜会 100 周年事業実行委員会事務局（弘前商工会議所地域振興課内、☎ 33・4111）

みんな知ってる？
５月３日は弘前で
観桜会が始まった
日なんだよ！

　さくらまつりの 100 年目を祝う参加型の新しい音楽イベン
トです。大人も子どもも楽器ができる人もできない人も、楽器
作りや全体合奏に参加できます。
▽とき　５月３日・４日の午前 11 時～午後４時
▽ところ　弘前公園市民広場（市民会館横）
■問い合わせ先　弘前デザインウィークコンソーシアム事務局

（市広聴広報課内、☎ 40・0494）

　さくら音楽祭
弘前ピーヒャラ
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多目的トイレトイレ

階段 エレベーター

 

移動後の業務開始日 赤字の課室等＝５月８日（月）
黒字の課室等＝変更なし

５Ｆ
●広聴広報課

●ひろさき未来戦略研究センター

●財務政策課

非
常
階
段

法務契約課入札室

● ●

４Ｆ
●建設政策課

●建築指導課

非
常
階
段３Ｆ

●福祉政策課

●介護福祉課

●学務健康課弘前分室
●子育て支援課 非

常
階
段

６Ｆ

●人材育成課

町会連合会事務局

●

記者室

非
常
階
段

　市役所本庁舎の改修工事に伴い、５月８日（月）から一部課室等の移
動があります。移動する課室等の場所は、配置図のとおりです。
　なお、選挙管理委員会事務局は旧上下水道部庁舎（茂森町）で業務を
行う期間を平成 29 年５月下旬までとしていましたが、10 月中旬まで
に変更となりましたので、ご注意ください。
　また、本館改修工事の開始により、本館西口玄関は、工事終了まで利
用できなくなります。来庁の際は新庁舎玄関または本館正面玄関をご利
用ください。
■問い合わせ先　財産管理課財産係（☎ 35・1120）

庁舎改修工事に伴う課室等の移動

●生活福祉課

●会計課

青森銀行

コンビニエンスストア
●都市政策課

銀行
ＡＴＭ

●国保年金課 ●市民課

渡り廊下

非
常
階
段

総
合
窓
口

立体駐車場

上下水道部お客さま
サービスセンター

１Ｆ

【 新 館 移 動 課 室 等 一 覧 】
 移動する課室等 移動内容

１階 移動・変更はありません
２階 文化スポーツ振興課 本館２階から移動

３階

福祉政策課 本館２階から移動
介護福祉課 本館２階から移動

子育て支援課 本館１階から移動
学務健康課弘前分室 本館１階から移動

４階
建設政策課 本館２階から移動
建築指導課 本館３階から移動
議会事務局 本館４階から移動

 移動する課室等 移動内容

５階

財務政策課 本館２階から移動
広聴広報課 本館３階から移動

ひろさき未来戦略研究
センター 本館３階から移動

法務契約課 本館１階から移動

６階

人材育成課 本館３階から移動
監査委員事務局 本館１階から移動

町会連合会事務局 本館３階から移動
記者室 本館３階から移動

●議場

●

議会事務局

●監査委員事務局改修工事区域

本館正面玄関

新庁舎玄関 ●

市民課など新庁舎
に用事がある人は、
正面玄関からでは
なく立体駐車場横
の新庁舎玄関から
入ってね !!

２Ｆ
非
常
階
段

●市民協働政策課

●政策推進課

●財産管理課
●市営住宅サー
ビスセンター

●文化スポーツ振興課

本館西口玄関
（利用できません）
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内業者（市内に本店を
有するもの）に発注す
る必要があります。
※移住者とは、補助金
を申請する時点で、１
年以上弘前市以外の市
区町村に住民登録をし
ていた人で、弘前市に
移住しようとする人をいいます。
▽交付申請受付　５月１日から、平成 29 年度予算の
範囲内で受け付けます（先着順）。
※交付の条件などについて、詳しくは問い合わせを。
■問い合わせ先　建築指導課（☎ 40・7053）

補助対象者 補助対象経費 補助金額 備考
空き地を購入し住宅を新築する人 空き地の購入費用 補助率２分の１（限度額＝30万円）

子育て世帯は限度額10万円、移
住者は限度額10万円を上乗せ空き家を購入する人 空き家（敷地を含む）

の購入費用 補助率２分の１（限度額＝20万円）

空き家を賃借する市外からの移住者 ３年間分の賃借料 補助率２分の１（限度額＝25万円）子育て世帯は限度額10万円を上乗せ

空き家所有者
解体費用 補助率２分の１（限度額＝50万円）

動産（家財）処分費用 補助率２分の１（限度額＝５万円）

空き家・空き地の利活用事業費補助金制度希望者は
申請してください

　空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を
図るため、空き家・空き地の購入、賃借、空き家の解
体、動産の処分に対して補助金を交付します。
▽補助対象物件　弘前市空き家・空き地バンクに登録
された空き家（併用住宅を含む住宅に限る）または住
宅の建築が可能な空き地
▽補助対象者　
①空き地を購入し、その土地に住宅を新築する人／②
空き家（敷地を含む）を購入する人／③移住者で、空
き家を賃借する人／④所有する空き家を解体する人／
⑤所有する空き家にある動産（家財）を処分する人
▽昨年度からの主な変更点　この補助金制度を利用し
て行う住宅の新築、空き家の解体・動産の処分は、市

※空き家・空き地バンク制度により、売買契約または賃貸借契約が成立した場合に補助金が交付されます。

②取得した住宅に３年以上
居住する意思があること
③住宅の新築等について、
業者に発注する場合は市内業者（市内に本店のある業
者）に発注すること
④交付決定前に売買契約、請負契約をしていないこと
▽補助金の額　補助対象経費の２分の１とし、新築住
宅は 50 万円、中古住宅は 40 万円が上限
▽交付申請受付　５月 15 日から、平成 29 年度予算
の範囲内で受け付けます（先着順）。
※詳しい内容については問い合わせを。
■問い合わせ先　ひろさき未来戦略研究センター人口
減少対策担当（☎ 40・7121）
※申請書類は同センターで配布しているほか、市ホー
ムページからもダウンロードできます。

子育て世帯移住促進補助金希望者は申請を

　弘前市に転入する子育て世帯の経済的負担の軽減を
図り、移住を促進するため、住宅の新築、購入に対し
て補助金を交付します。
▽補助対象者　補助金を申請する時点で、次の条件を
すべて満たす人
①１年以上弘前市以外の市区町村に住民登録をしてい
る人で、弘前市に移住しようとする人
②妊娠中の子を含み、高校生以下の子どもが２人以上
いる世帯の人
▽補助対象物件　自らが居住する住宅（併用住宅を含
む）
▽補助対象経費　
①新築住宅の施工、購入費用、②中古住宅の購入費用
▽補助要件　
①市税等を滞納していないこと

▽申請受付窓口　上下水道部お客さまセンター（岩木
庁舎１階、市役所新館１階）
※申請書類は受付窓口、相馬総合支所および各出張所
に備え付けているほか、市ホームページからもダウン
ロードできます。
▽申請に必要なもの　①平成 29 年度ひろさき多子家
族応援パスポートの写し／②弘前市子ども医療費受給
資格証または弘前市ひとり親家庭等医療費給付資格証
の写し／③印鑑（スタンプ印不可）／④補助金の振込
口座の通帳の写し（金融機関名・支店名・口座種別・
口座番号・口座名義人が分かる部分）
■問い合わせ先　上下水道部総務課お客様サービス係

（☎ 55・6894）

多子家族水道料金等支援補助金
▽補助対象　次の条件をすべて満たしている家族
①平成 29 年度中に市内に住所を有している／②平成
29 年度ひろさき多子家族応援パスポートを有してい
る／③弘前市子ども医療費受給資格証または弘前市ひ
とり親家庭等医療費給付資格証を有している／④平成
28 年４月分から平成 29 年３月分までの上下水道料
金に滞納がない
▽補助金額　平成 28 年度中に水道、下水道を使用し
た月（使用開始・中止・廃止の月で、上下水道料金が
発生しなかった月を除く）ひと月につき 2,000 円、
ひと家族につき合計で最大 2 万 4,000 円
▽申請期間　５月 15 日～平成 30 年 3 月 31 日（土・
日曜日、祝日を除く）

多子家族水道料金等支援補助金についてのＱ＆Ａウチはどうなの？

高校生以下の子どもが３人以上いる家族の上下水道料金を支援します

3 世代で暮らしており、水道の使用者名

義が親（祖父母）となっているのですが。

一緒に使用していることが確認できれば交付対象と
なります。

Ｑ

Ａ

小学生・中学生・高校生の子どもがいま

すが、子ども医療費受給資格証がありま

せん。申請できますか。

平成 29 年 10 月から、中学生までの子どもについ
ても子ども医療費受給資格証が発行されます。同資
格証が交付されてから申請してください。

Ｑ

Ａ
仕事の都合で申請に行けないんですが。

郵送での申請も受け付けしています。申請書は市
ホームページからダウンロードできます。

Ｑ
Ａアパートに住んでいますが、水道料金等を

家賃と合わせて大家や管理会社に支払っ

ています。補助金の対象になりますか。

交付の対象になりますが、大家などに納付済である
証明書を発行してもらう必要があります。証明書は
市ホームページからダウンロードできます（任意の
様式も可）。

Ｑ

Ａ
補助金は窓口でもらえますか。

申請書に記載する申請者名義の口座への振り込みの
みとしています。

Ｑ
Ａ

多子家族学校給食費補助金
▽補助金額　小学生…給食実施日数に１食当たり
120 円を乗じた額／中学生…給食実施日数に１食当
たり 140 円を乗じた額
▽その他　申請期間は、小・中学校の夏休み前までを
予定しています。その他、詳しい内容については市立
小・中学校を通じて保護者の皆さんにお知らせします。
■問い合わせ先　学務健康課保健給食係（☎ 82・
1835）

　多子家族の経済的負担を軽減
するため、小・中学生が３人以
上いる世帯へ、３人目以降の学
校給食費を半額助成します。

▽補助対象　次の条件をすべて満たしている家族
①保護者等が養育する小・中学生が３人以上いる／②
世帯の市民税所得割額が 7 万 7,100 円以下／③補助
対象期間の学校給食費に未納がないこと
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　軽自動車税は、毎年４月１日時点で原動機付自転車・
小型特殊自動車・軽自動車・二輪車を所有している人
に１年分課税されます。
　なお、燃費や環境性能に応じた「グリーン化特例」
や新車登録から 13 年以上が経過した軽自動車に対す
る重課に伴い、車ごとに税額は異なりますのでご注意
ください。
※本年度の納税通知書は５月中旬に発送します。

【減免について】
▽減免対象　軽自動車をもっぱら①身体障害者手帳、
②愛護（療育）手帳、③精神障害者保健福祉手帳、④
戦傷病者手帳の交付を受けている人の仕事、通院、通
学などに使用する場合で、その障がいの程度などが一
定の条件を満たすときは、申請により軽自動車税の減
免を受けることができます。また、車両の構造がもっ
ぱら身体障がい者などが利用するための軽自動車（特
別構造車）も、減免を受けることができます。
※障がいの程度などについては、右表をご覧ください。
また、④の交付を受けている人は問い合わせを。
○減免を受けることができる台数　軽自動車・普通自
動車（県税）合わせて１台に限る（特別構造車を除く）
○減免の申請手続きに必要な書類など　交付を受けて
いる手帳／運転免許証／印鑑／納税通知書／生計同一
証明書（手帳の交付を受けている人が本人名義の車を
運転する場合は不要）／個人番号カードまたは通知
カード
※生計同一証明書は、①②の交付を受けている人は福
祉政策課か岩木総合支所民生課（岩木庁舎１階）また
は相馬総合支所民生課（相馬庁舎）で、③の交付を受
けている人は住民票を持参の上、弘前保健所（下白銀
町）で、④の人は県健康福祉政策課（青森市長島１丁
目）で交付を受けてください。
○特別構造車の減免の申請手続きに必要な書類など　
印鑑／納税通知書／自動車検査証／仕様書／個人番号

カードまたは通知カードと運転免許証等（申請者が個
人の場合）
○申請先　納期限（本年度は５月 31 日）までに、市
民税課諸税係（市役所２階）か、岩木・相馬総合支所
民生課へ。
※前年度に減免となった人で、前年度と同じ内容で申
請する人は、郵送での申請が可能です。対象者には５
月中旬に通知を発送しますので、詳しくはそちらをご
覧ください。自動車取得税・自動車税についても減免
の制度があります。詳しくはお問い合わせください。
■問い合わせ先　軽自動車税について…市民税課諸税
係（☎ 35・1117）／自動車取得税・自動車税につ
いて…中南地域県民局県税部納税管理課（蔵主町、弘
前合同庁舎内、☎ 32・4341）

対象になる人……

障がい区分 障がいの程度
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

視覚障害
聴覚障害
平衡機能障害
音声言語機能障害
上肢不自由  
下肢不自由
体幹不自由
乳幼児期以前の非進行性脳
病変による移動機能障害
内部機能障害
免疫機能障害
肝臓機能障害
愛護手帳 障がいの程度が「Ａ」の人
精神障害       
４月１日現在、上表に該当する人が対象。複数の障がいを有
する場合は併合級によらず、個々の等級で判断。　　は本人
名義の車を本人が運転する場合が対象。
※障がい名により制限あり。
ア…こう頭摘出による障がいに限り対象
イ…一下肢のみの障がいは本人運転に限り対象
ウ…自立支援医療（精神通院医療）を受けている人が対象

ウ

※
ア

イ
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軽自動車税に関するお知らせ期限までに
納付してくださいごみ集積ボックス設置事業費補助金

　カラスなどのごみ集積所での食い荒らし対策とし
て、ごみ集積ボックスを新たに設置する町内会などを
対象に、設置費用の一部を補助します。
▽対象者　ごみ集積所を設置・管理する町内会、集合
住宅所有者など
▽対象経費　ごみ集積ボックスの購入費または、自ら
ごみ集積ボックスを作製する場合の材料費
▽補助金額　１基につき対象経費の２分の１または

10 万円のいずれか少ない額
▽申請期間　平成 30 年１月 31 日まで
▽その他　申請前にすでに購入・作製しているものは
対象外です／補助金の交付額が予算枠を超えた場合、
申請期間内でも申請を締め切ります。
■問い合わせ・申請先　環境管理課環境事業係（☎
32・1952）

希望する場合は
申請を

弘前市学校給食審議会の委員を募集

▽応募資格　次の①～④のすべてに該当する人
①市内に居住する 20 歳以上の人で、市のほかの附属
機関の委員に選任されていない人
②国・地方公共団体の議員・職員（退職者を含む）で
ない人
③任期中２回程度、平日の日中に開催される会議に出
席できる人
④過去に弘前市学校給食審議会または弘前市学校給食
懇談会の公募委員に選任されたことのない人
▽募集人員　３人程度
▽募集期間　５月１日～ 15 日（当日消印有効）
▽謝礼など　会議 1 回の出席につき、謝礼１万円と
交通費を支給
▽委員の任期　委嘱の日から平成 30 年３月 31日まで

▽応募方法　「弘前市学校給食審議会委員応募申込書」
に必要事項を記入の上、郵送、ファクス、Ｅメールま
たは持参で学務健康課へ。なお、詳しい資料「弘前市
学校給食審議会公募委員案内書」および「応募申込書」
は、学務健康課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。
※提出された応募申込書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　応募者が多数の場合は、書類選考後、公
開抽選で決定し、結果は応募者全員に通知します。
■ 問 い 合 わ せ・ 提 出 先　 学 務 健 康 課（ 〒 036・
1393、 賀 田 １ 丁 目 １ の １、 岩 木 庁 舎 ３ 階、 ☎
82・1835、 フ ァ ク ス 82・5899、 Ｅ メ ー ル
gakumukenko@city.hirosaki.lg.jp）

市民の皆さんから
公募します

平成29年度成人式企画運営委員を募集

　当市の成人式は、名称を「二十歳（はたち）の祭典」
とし、式典の部「成人式」と祝賀行事の部「成人祭」
の２部構成で開催していますが、20 歳を迎える皆さ
んの中から、「成人式」の企画などを行う企画運営委
員を募集します。イベントづくりに興味のある人、仲
間と一緒に思い出づくりをしたい人など、たくさんの
応募をお待ちしています。
▽成人式開催日（予定）　平成 30 年１月 7 日（日）
▽対象　平成 9 年４月２日～平成 10 年４月１日生ま
れで市内在住の人
▽活動内容　企画会議（年５回程度）に出席し、成人

式に関わる事項の企画などを行います（開催日は委員
の都合を考慮し決定）
▽募集人員　10 人程度（募集人数を超えた場合は調
整することがあります）
▽応募方法　５月 26 日までに、はがきかファクスま
たはＥメール（住所・氏名〈ふりがな〉・生年月日・
性別・連絡先・勤務先か学校名を記入）で、生涯学
習課（〒 036・1393、賀田１丁目１の１、ファク
ス 82・2313、Ｅメール shougai@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
■問い合わせ先　生涯学習課（☎ 82・1641）

新成人の手で
企画運営します

　弘前のいろいろなことについてのクイズだよ。答えはどこかのページに隠れて
いるから探してね！

【質問】
　今年は弘前公園に人が引っぱって動
く車が登場するよ！おじいちゃんやお
ばあちゃんが見たら「なつかしい！」と
言うかも！何という車かわかるかな？

①

②

③

人力車

乗用車

乳母車

  

教
えて

！たか丸くん
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平成29年２月のごみ排出量

弘前市の燃やせるごみの総排出量

 １人１日当たり
のごみ排出量
（平成 28 年４月～ 29
年２月の累計から換算）

28年度

差

3,682t

983g
1,037g
-54g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

518t 減 !!
（昨年同月比）

 

ごみの出し方のお願い！スプ
レー缶やカセットボンベは、
安全のために、できるだけ飲
料用などの缶とは別の袋に入
れて出してね。ごみに出すと
きは中身を使い切って缶に穴
を開けるのも忘れずに！

たか丸くんの　ごみ減量速報

27年度

市政情報
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　ごみの減量化・資源化の取り組み効果の指標として、１人１日当たりのごみの
排出量とリサイクル率の推移について紹介します。
　皆さんの協力により、ごみ排出量は減少傾向、リサイクル率は上昇傾向で推移
しています。「循環のまち弘前」の実現に向けて、ごみの減量化・資源化の取り
組みに引き続きご協力をお願いします。
■問い合わせ先　環境管理課資源循環係（町田字筒井、☎ 35・1130）

平成 27年度実績で、全国平均の約 1.14 倍、県平均の約 1.08 倍

平成 27年度実績で、全国平均の約 1.68 倍、県平均の約 1.42 倍

「循環のまち弘前」を目指して「循環のまち弘前」を目指して

家庭系ごみ
１人１日当たり
のごみ排出量

リサイクル率

　ごみの減量・リユース・リサイクルを推進するため、
家庭で不用になった衣類・小型家電の拠点回収を実施し
ています。皆さんの協力により、平成 28 年度は多くの
衣類・小型家電を回収することができました。引き続き
回収ボックスのご利用をお願いします。

　回収対象品を拡大し、新たに「パソコン・携帯電話」の回収を始めました。下記の場
所に回収ボックス（投入口サイズ 15㎝× 25㎝）を設置していますので、直接パソコン・
携帯電話などの小型家電を入れてください。
※回収ボックスの投入口から入らないパソコンは宅配便回収（無料）をご利用ください。

衣類
小型家電 は回収ボックスのご利用を！

　商業施設に衣類回収ボックスを設置しました。買い物のついでに衣類をお持ち寄りください。

設置施設
　　  イオンタウン弘前樋の口（樋の口２丁目）
　　  マックスバリュ安原店（泉野１丁目）
市役所本庁舎（上白銀町）
市役所岩木庁舎（賀田１丁目）
市役所相馬庁舎（五所字野沢）
総合学習センター（末広４丁目）
ヒロロスクエア（駅前町）
清水交流センター（大開２丁目）
千年交流センター（原ヶ平５丁目）
北辰学区高杉ふれあいセンター（独狐字山辺）
※持ち込み時間は各営業（開庁・開館）時間内。

ケーズデンキ弘前本店／ユニバース（堅田店・
城東店・松原店・南大町店）／市役所本庁舎／岩木総合支所／相馬総合
支所／総合学習センター／ヒロロスクエア／弘前地区環境整備センター

※持ち込み時間は各営業（開庁・開館）時間内。

ノートパソコン・携帯電話の回収を始めました！

商業施設での衣類の回収を始めました！

イオンタウン弘前樋の口

マックスバリュ安原店

※回収された衣類は、主に東南アジアなどで衣類として再使用されるほか、工業用のウェス
（雑巾）として再利用されます。

事業系ごみ
１人１日当たり
のごみ排出量

回収ボックス設置場所

▲宅配便回
収申込先

（ リ ネ ッ ト
ジャパン）

回収ボックスリニューアル！

平成 28 年度の回収量実績

衣　　類　　45,584㎏

小型家電　　  3,666㎏

New

New
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固定資産税・都市計画税 忘れずに納付を

　平成 29 年度の固定資産税・都市計画税納税通知書
を５月１日付で発送しますので、各納期限までに忘れ
ずに納付してください。

【固定資産税】
　毎年１月１日に、市内に所在する土地・家屋・償却
資産に対し、その所有者に課税されます。
▽税額　課税標準額×税率（1.6％）＝税額
▽免税点　同一人が市内に所有する土地・家屋・償
却資産それぞれの課税標準額が、免税点（土地＝ 30 
万円、家屋＝ 20 万円、償却資産＝ 150 万円）に満
たない場合は課税されません。

【都市計画税】
　都市計画法に基づいて行う都市計画事業や土地区画
整理事業に要する費用の一部に充てるために設けられ
た目的税で、毎年１月１日に市内の市街化区域内に所
在する土地・家屋に対し、その所有者に課税されます。
▽税額　課税標準額×税率（0.2％）＝税額
▽免税点　固定資産税の課税標準額が免税点未満で課
税されなかった土地・家屋には、都市計画税も課税さ
れません。
■問い合わせ先　資産税課（資産税係…☎ 40・7027 
／土地係…☎ 40・7028 ／家屋係…☎ 40・7029）

期限までに
納付してください

フォトコレinひろさきフォトコレinひろさき

春の交通安全市民総決起大会

市内各地で行われた
イベントやまちの話
題をお届けします。

　４月４日、弘前文化センター（下白銀町）で春
の交通安全市民総決起大会が行われました。大会
後は交通安全に向けた意識向上を図り、交通ルー
ルを守るよう呼びかけるプラカードなどを持ち、
市内をパレードしました。

弘前城本丸石垣修理石垣解体始め式

第 33 回弘前城ミス桜コンテスト

　４月９日、約 100 年ぶりとなる弘前城本丸の
大規模な石垣大改修に伴う石垣の取り外しを開始
しました。一石目がクレーン車で持ち上げられ、
そりに降ろされると、観客からは拍手とともに大
きな歓声が湧き上がりました。

　４月９日、弘前文化センター（下白銀町）で弘
前城ミス桜コンテストが行われました。決勝に勝
ち進んだ 14 人の中から、ミス桜グランプリに八
島愛美さんが輝き、ミス桜に花田茉央さん、宇野
美穂さんが選ばれました。

　４月 14 日、会員制お見合い事業を行う「ひろ
さき広域出愛サポートセンター」の開所式が行わ
れました。出会いの機会を広げるため、これまで
市単独で行ってきた枠組みを弘前圏域定住自立圏
へと広げ、今後は多様な出会いの創出を図ります。

ひろさき広域出愛サポートセンター開所式

市立図書館オープニング記念イベント

　弘前図書館・郷土文学館の指定管理者制度の導
入を記念して、４月１日・２日にオープニングイ
ベントを開催。会場ではささやすゆきさんによる
大きな紙に絵を描くワークショップが行われ、参
加者は思い思いに絵を描き楽しみました。

城北公園交通広場オープン

 　４月１日、城北公園交通広場（田町３丁目）
で今年の営業がスタートしました。広場を訪れた
園児らは、晴天の下、ミニ列車やゴーカートに乗
り、楽しみながら交通ルールを学びました。
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　青少年が国内や海外で自己の夢を実現するため、文
化・スポーツ分野における各種教室、大会、研修会へ
の参加などのさまざまな活動に要する経費の一部を助
成します。
▽対象　市内に在住する青少年（平成 11 年４月２日
から平成 23 年４月１日までに生まれた人）が、次の
いずれかに該当する場合
①文化・スポーツ分野において全国規模で選抜され、
各種教室、大会、研修会などへ参加する場合

②夢を実現させるための自己啓発、体験活動、学習、
研修などへ参加する場合
▽対象経費　交通費、宿泊費、受講料、参加料など
▽補助限度額（1 人あたりの上限額）　国内開催…
１万 5,000 円（地域により変動）／国外開催…５万
円
■問い合わせ・申込先　文化スポーツ振興課（市役所
２階、文化振興係…☎ 40・7015、スポーツ推進係
…☎ 40・7115）

青少年夢実現チャレンジ支援事業費補助金
飛び出せ世界へ！夢の実現お手伝いします青少年の夢を

支援します

弘前市子ども会活動推進事業

　地域が一体となって子ども会活動を推進する環境を
醸成するため、子どもの心身の健全な育成と地域コ
ミュニティの活性化につながる事業を募集し、審査会
を経て採択された事業に対して、その事業にかかる経
費の一部を助成しています。昨年度は６事業が採択さ
れ、補助金が交付されました。
　今回、今年度の募集を行いますので、皆さんからの
申請をお待ちしています。
▽募集期間　６月 10 日まで（事業実施期間…７月
15 日～平成 30 年３月 31 日）
▽補助金額　５万円を上限とし、次のいずれか少ない額
①補助対象経費の実支出額の 90％以内の額

②補助事業の支出総額から補
助金以外の収入を除いた額
▽申請方法　所定の書類を中
央公民館へ持参するか、郵送
で提出してください。
※事業の詳細や申請書類など
は、同館で配布するほか、同
館ホームページに掲載しています。なお、相談は随時
受け付けていますので、気軽に問い合わせを。
■問い合わせ・提出先　中央公民館（〒 036・8356、
下白銀町 19 の４、弘前文化センター内、☎ 33・
6561、火曜日は休み）

子どものために
地域ぐるみで
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 イベント
▽日程など　３階イベントスペー
ス・健康ホール、午前 10 時～午後
３時
▽参加料　１人 100 円
▽内容　巨大だるま落とし、ブライ
ンドサッカー、プラズマカーレーシ
ングほか
○アキラボーイとタヌキチくんのデ
ジタルショー
▽日程など　４階市民文化交流館
ホール、午後２時～３時（午後１時
半開場）
▽入場料　無料
▽定員　200 人（先着順）

【講演会　妻が僕を変えた日！～女
と男のいい関係～】
　５人の子どもを持つ講師が、普通
の男性が妻を支える気持ちになるま
でのエピソードを分かりやすくお話
しします。
▽とき　５月 13 日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　４階市民文化交流館ホー
ル
▽講師　広岡守穂さん（中央大学法
学部教授、ＮＰＯ推進ネット顧問）
▽参加料　無料
■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〉）

えほんのもり・ブック
スタートおはなしかい
◎えほんのもりのおはなしかい
▽とき　５月７日・17 日の午前
10 時半～ 11 時
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊び
など
▽対象　０歳～３歳の乳幼児とその
保護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽とき　５月 21 日・31 日の午前
10 時半～ 11 時
▽内容　ブックスタートでプレゼン
トする絵本の楽しみ方、アドバイス
や手遊びなど
▽対象　０歳児とその保護者
～共通事項～
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）おはなしコーナー

国指定名勝瑞楽園で癒しの
ひとときを味わいませんか
▽とき　５月６日（土）、午前 10
時～午後４時（お茶席は午後１時～
３時）
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽内容　陶芸品の鑑賞、お茶席体験
▽参加料　お茶席のみ 200 円（抹
茶・お菓子代として。先着 50 人）
※事前の申し込みは不要。
■問 三浦造園（三浦さん、☎ 95・
2246）

リンゴとチューリップの
フェスティバル
　農場内では、学生実習で植え付
けた 15 種１万球のチューリップと
57 種 1,200 本のリンゴの花を楽
しむことができます。
▽とき　５月 13 日・14 日の午前
10 時～午後３時
▽ところ　弘前大学藤崎農場（藤崎
町藤崎）
▽入場料　無料
▽無料シャトルバス運行　弘前大学
事務局（文京町）～藤崎農場間を１
日２往復
※満席の場合は乗車できないことが
あります。途中下車はできません。

■問弘前大学農学生命科学部附属生物
共生教育研究センター藤崎農場（☎
75・3026）

ヒロロスクエアのイベント

【ヒロロだよ！全員集合！春の陣！】
　５月５日（金・祝）のこどもの日
は、ヒロロに全員集合！
○ヒロロ遊びの広場

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 ５ 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

プ ラ ネ タ リ ウ ム 
［弘前文化センター］

□…一般投影を午後１時半～、午
後３時～の２回投影
■…一般投影を午前 10 時半～、
午後１時半～、午後３時～の３回
投影
■…わくわく☆こどもプラネを午
前 10 時半～の１回、一般投影を
午後１時半～、午後３時～の２回
投影　
■…休み

★投影プログラム
【一般投影／ 45 分間】
▽テーマ　北の星座と南の星座
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・
中学生、高校生＝ 120 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
齢や住所などを確認できるものの
提示を。

【わくわく☆こどもプラネ／ 30
分間】
▽テーマ　大きい星座と小さい星
座
▽観覧料　無料
■問 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
火曜日は休み）

５
月
の
投
影
日
程

替えの下着・靴下
※事前の申し込みが必要。
◎春の生物展（５月７日まで）
▽入場料　無料
～共通事項～
▽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）
■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）

弘前大学金木・藤崎農場
親子体験学習
～ふれ合おう・人と自然と農業に～
▽日程と内容　①５月 27 日＝羊の
毛刈り・田植え・ジャガイモ栽培／
②６月 17 日＝リンゴの摘果・昆虫
採集／③９月 23 日＝稲刈り・もち
つき体験・ジャガイモの収穫／④
10 月７日＝リンゴの収穫・羊毛作
品作り／⑤ 10 月 28 日＝精米
※時間は、①～④＝午前９時半～正
午・午後１時～３時半（昼食の持参
を）／⑤＝午前９時半～正午。
▽ところ　①・③・⑤＝弘前大学金
木農場（五所川原市金木町芦野）／
②・④＝弘前大学藤崎農場（藤崎町
藤崎）
▽対象　①～⑤すべてに参加できる
親子＝ 25 組（先着順）
※保護者１人につき小学生２人まで

（保護者が２人以上であれば小学生
と共に未就学児の参加も可）。
▽参加料　大人＝ 1,200 円（全５
日分。大人２人目からは１人につき
1,000 円追加）／子ども＝無料
■問 ５月 19 日までに、弘前大学金
木農場（☎五所川原 0173・53・
2029〈平日の午前８時半～午後
５時〉、■Ｆ 0173・52・5137、■Ｅ
jm532029@hirosaki-u.ac.jp）
へ。

弘前市民の森で元気になろう

▽とき　５月～ 10 月の毎月第２・
４土曜日、午前９時半～午後２時半
▽ところ　市民の森（一野渡）
▽集合　市民の森駐車場
※弘前文化センター、アートホテル
弘前シティ経由で送迎対応も可。希

望する人は相談を。
▽内容　川辺での抹茶の野だて、森
林散策、園芸療法、唱歌の合唱、陶
芸体験（５月 12 日、７月 14、９
月８日のみ）
▽参加料　１回 500 円（陶芸体験
は材料費として別途 500 円が必要）
※開催日の３日前までに申し込みを。
▽持ち物　昼食、飲み物、帽子
■問弘前市民の森の会（工藤さん、☎
35・6440）
※平成 29 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

岸 さ ん、 ☎ 兼 ■Ｆ 39・3706、 ■Ｅ
hyama@hirosaki-u.ac.jp）へ。
■問弘前大学農学生命科学部（本多さ
ん、☎兼■Ｆ 39・3812

あっぷるカフェ（認知症カフェ）

　認知症の人やその家族を支援する
ために、認知症の人とその家族、地
域住民、専門職などが集います。
▽とき　①５月 13 日・② 20 日
※時間はいずれも午前９時半～ 11
時半。
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホールＡ
▽内容　①講話「介護の基本① 排
泄」、②講話「認知症の種類と治療
について」
※①・②共に体操を行います。
▽参加料　300 円
※事前の申し込みは不要。
■問特別養護老人ホームサンアップル
ホーム（☎ 97・2111）

「地質の日」in 弘前 2017

▽とき　５月 14 日（日）
　　　　午後１時半～３時ごろ
▽ところ　弘前大学理工学部（文京
町）１号館２番講義室
▽内容　講演「弘前大学における大
学院生の地質研究」
▽対象　おおむね高校生以上
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学理工学部地球環境防災学
科（根本さん、☎兼■Ｆ 39・3618）

こどもの森５月の行事

◎森開き
▽とき　５月 14 日（日）、午前 10
時～（雨天決行）
▽催し物　記念苗木の無料配布、記
念くじ、オリエンテーリング
▽参加料　無料
◎月例登山 初夏のお山・太陽の道
ハイク
▽とき　５月 28 日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、

弘大事務局発 藤崎農場着
9:15   9:45

13:00 13:30
藤崎農場発 弘大事務局着

11:00 11:30
14:45 15:15

※事前の申し込みは不要。ブックス
タートパックの引き換えは引換券到
着日から１歳の誕生日月末まで。
■問こども絵本の森（☎ 35・0155）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
○縄文アクセサリー展
▽とき　５月７日までの午前９時～
午後４時（最終日は午後３時まで）
▽内容　エゾシカの角、陶、漆、ク
ルミ、貝を使ったアクセサリーの展
示・販売
○ワークショップ「縄文キーホル
ダーを作ろう」
▽とき　５月７日、午前 10 時～午
後２時（随時受け付け）
▽参加料　1,000 円
○毎日を古布で愉しむ二人展　　
▽とき　５月 25 日～ 29 日、午前
９時～午後４時
▽内容　古布で作った服・バッグ・
小物の展示・販売
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902、火曜日は休み）

白神研究会春の観察会

～春の白神散策 春植物・スプリン
グエフェメラルをみにいこう～
▽とき　５月 13 日（土）、午前 10
時～午後２時（雨天決行）
▽集合　ビーチにしめや（西目屋村
田代）駐車場
※送迎を希望する人は、事前に申し
込みの上、当日の午前９時までに弘
前大学（文京町）正門に集合を。
▽コース　弘前大学白神自然環境研
究所附属白神自然観察園（西目屋村
川原平）
▽対象　小学校４年生以上＝ 20 人

（先着順）
※小・中学生は保護者同伴。
▽参加料　１人 1,000 円
▽その他　持ち物など詳しくはお問
い合わせ下さい。
▽申し込み先　５月 10 日までに、
弘前大学白神自然環境研究所（山
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◎おたのしみおはなし会
▽とき　①第１・３土曜日＝午前
11 時～ 11 時半／②第２・４土
曜日＝午後３時～３時半
▽内容　「春・花・虫」をテーマ
とした、絵本の読み聞かせ、紙芝
居、昔話、エプロンシアター、な
ぞなぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

弘前図書館 ５月の
催し

緑の相談所 ５月の
催し

【展示会】
●青森県おもと美術展　３日の正
午～６日、午前９時～午後５時
●みちのく山草会盆栽展　18日
～ 21日
●盆遊会盆栽展　26日～ 28日

【講習会】
●コチョウランの栽培管理　13
日、午後１時半～３時半
●山野草の増やし方　20日、午
後１時半～３時半

弘前城植物園での催しなど
●深山霧島展　27日・28日
●移動緑の相談所　27日・28日

【植物園・弘前城有料区域
　　　　　　　　　　無料開放】
　28日は、年に一度の無料開放
日です。市みどりの協会の樹木医
が案内する観察会も行っています
ので、この機会にぜひおいでを。
▽時間　午前９時～午後５時

【弘前城植物園…今月見られる花】
ハンカチツリー、ツツジ、西洋シャ
クナゲ、ボタンなど
■問緑の相談所（☎33・8737）

▽とき　午前 10 時～午後１時
▽定員　４～５人程度のグループや
親子 10 組程度（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　１組 4,000 円
▽内容　県産食材を使った野外料理
作り
◎工作教室
▽とき　午後２時～３時
▽参加料　200 円
◎乳しぼり体験（５月 20 日のみ）
▽とき　①午前 10 時半～ 11 時半、
②午後１時半～２時半
▽参加料　無料
※人数を制限する場合があります。
◎ SUV 車展示とアイサイト体験
▽とき　【展示】午前９時～午後５
時まで　【体験（21 日のみ）】①午
前 10 時～正午、②午後１時～３時
▽参加料　無料
◎スラックライン体験
▽とき　午前 10 時～午後４時
○インストラクターによるデモンス
トレーション（21 日のみ）
▽とき　①午前 11 時半～正午、②
午後２時半～３時
▽参加料　無料
◎リップスティックほかスポーツ
トーイの体験
▽とき　午前９時～午後５時
▽参加料　無料
◎青森県内オートキャンプ場紹介
コーナー
▽とき　午前９時～午後５時
～共通事項～
※参加料の記載のないものは無料。
内容が変更になる場合がありますの
で、詳しくは問い合わせを。
■問 弥 生 い こ い の 広 場（ ☎ 96・
2 1 1 7 、 ■Ｈ h t t p : / / w w w.
hirosakipark.or.jp/yayoi/
index.html）

世界文化遺産をめざす
縄文遺跡めぐり

　
　世界文化遺産登録をめざす「北海
道・北東北の縄文遺跡群」の構成資
産 16 遺跡の中の２遺跡である岩手
県一戸町「御所野遺跡」と青森県八
戸市「是川遺跡」を巡ります。
▽とき　６月３日（土）　（雨天決行、
荒天の場合は内容を変更する場合あ
り）
▽集合・解散　午前７時 45 分まで

にＪＲ弘前駅城東口の駐車場前受付
場所へ集合。解散はＪＲ弘前駅城東
口で午後５時半ごろを予定
▽対象　高校生以上の市民
▽定員　40 人（応募多数の場合は
抽選とし、結果を連絡します）
▽参加料　3,000 円
▽持ち物　昼食、おやつ、飲み物、
汗ふきタオル、雨具、筆記用具など
▽申し込み方法　５月 15 日（必着）
までに、郵送かファクス（郵便番号、
住所・氏名・年齢・性別・電話番号
を記入）し、申し込みください。
■問弘前縄文の会（今井二三夫さん、
〒 036・8333、若党町 75 の２、
☎兼■Ｆ 32・9272）
※平成 29 年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

街の魅力再発見！
ひろさきウォークラリー大会
　弘前公園周辺を会場に、街並みや
自然に触れながらウォークラリーを
楽しみ、コミュニケーションづくり、
健康づくりを体験します。
▽とき ６月４日（日）、午前 10 時
～午後０時 15 分（受け付けは午前
９時 40 分まで）
▽集合　弘前公園ピクニック広場
▽対象　市民＝ 100 人（先着順）
▽参加料　１家族 500 円（保険料
を含む、当日徴収）
▽申し込み方法　 電話かファクス
またはＥメール（氏名・連絡先・参
加人数・年齢を記入）で、５月 31
日までに申し込みを。
※当日参加も可。
■問 ひろさきレクリエーション協会

（ ☎ 携 帯 070・3996・3873、 ■Ｆ
55・8723、 ■Ｅ npo.hirorec@
gmail.com）
※平成 29 年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

介護食士３級養成講座

▽とき　５月 13 日～ 10 月 28 日
の隔週土曜日、午前９時～午後２時
50 分（全 13 回）
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部（小比内３丁目）

▽定員　30 人（先着順）
▽受講料　6 万 5,500 円（実習材
料費・テキスト・資料代などを含む。
分納可）
※詳しくはお問い合わせください。

【無料体験授業】
　介護食に関心のある人は誰でも参
加できます。
▽とき　５月 12 日・13 日のいず
れか１日、午前９時～ 11 時半
※申し込みは前日まで。
▽申し込み方法　電話かＥメール

（件名に「介護食士問い合わせ」と
記入し、本文中に氏名・電話番号を
記入）で申し込みを。
■問 弘前医療福祉大学短期大学部介
護食士養成講座係（☎ 27・1001、
■Ｅ office@jyoto-gakuen.ac.jp）

桜の枝の草木染めと
こぎん刺し体験教室
　草木染めで糸を染め、その糸を
使ってこぎん刺しのコースターを
作ってみませんか。
▽ と き　 草 木 染 め ＝ ５ 月 20 日

（土）、午前９時半～ 11 時半／こぎ
ん刺し＝５月 27 日（土）、午前９
時半～正午
※２日間で１セットの講座です。
▽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　草木染め＝佐藤芳子さん

（りんご工房）、こぎん刺し＝須藤郁
子さん（弘前こぎん研究所）
▽対象　小学校５年生以上＝ 15 人
※小学生以下は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽持ち物　草木染め＝エプロン、ゴ
ム手袋
※初参加の人を優先します。
■問５月７日から、弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（☎ 36・3388、午
前９時～午後４時、月曜日は休み）へ。

あおもりいのちの電話
新人養成講座
①「いのちの電話って何？」～あお
もりいのちの電話の理論と実際～
▽とき　５月 20 日（土）、午後 2
時～ 4 時
②豊かな感性を身につけよう？？？
～感性を高めるグループワーク～
▽とき　５月 27 日（土）、午後２

時～４時
～共通事項～
▽ところ　弘前社会福祉センター

（宮園２丁目）
▽講師　あおもりいのちの電話研修
委員
▽参加料　１講座 1,000 円
▽申し込み方法　５月 12 日までに
ファクスで申し込みください。
■問あおもりいのちの電話事務局（☎
38・4343、 ■Ｆ 38・5355、 平 日
の午後１時～５時）

親子でショートテニス教室

▽とき　５月 20 日、９月 30 日の
午前９時～正午
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）体育館
▽講師　豊巻哲司さん（青森県ソフ
トテニス連盟スタッフ）
▽対象　幼児～小学生とその保護者
＝ 20 組（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　各回の３日前まで
に、ファクスかＥメール（住所、氏
名〈ふりがな〉、性別、生年月日、
学年、連絡先、テニス経験の有無を
記入）で申し込みを。
■問 岩 木 山 総 合 公 園（ ☎ 83・
2311、 ■Ｆ 83・2635、 ■Ｅ info@
iwakisansportspark.com)

平成 29 年度
弘前市女性大学受講生募集
　身近な課題を取り上げ、より良い
地域づくりのため開講します。市政・
時事・文化・音楽などについての入
門編の講座です。開講式では、佐々
木健さん（市教育長）による講義を
行います。
▽とき　５月 29 日～平成 30 年３
月 12 日（ 全 10 回）、午前 10 時
～正午
※内容により時間の変更あり。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ほか
▽対象　市内在住の女性
▽受講料　年 3,500 円（資料代・
通信費として）
▽申し込み方法　５月 10 日の午前
10 時から、受講料を添えて事務局
へ（電話での申し込みは不可）。また、
途中回からの受講もできますが、受

 教室・講座

追手門広場
フリースタイルマーケット
　衣類を中心にさまざまな商品があ
りますので、ぜひおいでください。
また、出店者も募集しています。
▽とき　５月 21 日、６月 18 日、
７月 16 日、８月 20 日、９月 17 日、
10 月 15 日の午前 10 時～午後 3
時（雨天の場合は翌週に延期）
▽ところ　追手門広場（下白銀町）
■問 市立観光館（☎ 37・5501、■Ｈ
http://www.hirosaki-kanko.
or.jp/）

弥生いこいの広場
「OUTDOOR フェス 2017」
　弥生いこいの広場（百沢字東岩木
山）オートキャンプ場を会場に５月
20 日・21 日に開催します。
◎コールマンの最新モデルテントの
展示および宿泊体験
▽とき　①展示…午前９時～午後５
時／②宿泊体験…５月 20 日の午後
５時半～ 21 日の午前８時半
▽参加料　無料　
※キャンプ場の使用料は別途必要。
応募多数の場合は抽選で決定。
◎県産品販売コーナー（有料）
▽とき　午前 11 時～（無くなり次
第終了）
◎野外料理講座

講料の軽減はありません。
■問弘前地区女性会事務局（弘前文化
センター１階、市社会教育協議会内、
☎ 31・3010、火・日曜日、祝日
を除く午前９時～午後５時）   

伝統文化
こどもいけばなクラブ
▽とき　６月～ 12 月（月１回）の
午前 10 時半～ 11 時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽対象　小・中学生＝ 20 人（先着
順）
▽参加料　各回 500 円（花材費と
して）
▽持ち物　筆記用具、ノート、水ふ
き用タオル、花入れ用の袋または新
聞紙
▽申し込み期限　５月 26 日
※詳しくは問い合わせを。
■問華道家元池坊弘前支部（葛西さん、
☎ 27・0054）
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で、捕獲活動に対してのご理解とご
協力をお願いします。
■問農業政策課（☎ 40・7102）

「ミニセミナー」
「よろず相談会」
◎ミニセミナー
▽内容　経営者向け「効率のいいお
金の残し方」～やさしい決算書の活
用講座～…講師・黒瀧泰介さん（公
認会計士・税理士）／相続でもめな
いために…講師・笹晃説さん（弁護
士）
▽とき　５月 21 日（日）の午前
10 時～ 10 時 50 分、午前 11 時
～ 11 時 50 分
▽ところ　市民会館（下白銀町）第
一小会議室
▽定員　各 30 人（先着順）
◎無料よろず相談会
　どこに相談したらよいかわからな
い人にも、複数の専門家が合同で相
談に応じます。
▽とき　５月 21 日（日）、午後１時
～４時（受け付けは午後３時半まで）
▽ところ　市民会館（下白銀町）第
一、第二小会議室
▽相談員　弁護士、公証人、公認会
計士、税理士、司法書士、社会保険
労務士、行政書士、土地家屋調査士、
宅地建物取引士
～共通事項～
▽参加料　無料
■問ボランティアグループ「らの会」

（三上さん、☎ 38・1829）

河川防災情報が確認できます

  県河川砂防課では、これからの台
風シーズンに備えて、ご家庭のテレ
ビで河川の水位と雨量が確認できる

「河川防災情報」を提供しています。
　地上デジタル放送のデータ放送
で、河川の水位や雨量がリアルタイ
ムに確認できるようになっています
ので、ぜひご利用ください。
▽操作方法　①ＮＨＫ総合にチャン
ネルを合わせ、リモコンの「ｄボタ
ン」を押す／②トップメニューの「防
災・生活情報」を選び、決定ボタン
を押して「河川水位・雨量」を選択
※「ｄボタン」を押すと元に戻ります。

【インターネットでも確認できます】
　県のホームページ（「青森県河川

～５時／創業ワンポイントセミナー
…午後５時～６時
▽参加料　無料
▽申し込み方法　５月 10 日まで
に、県ホームページに掲載してい
る申込用紙に必要事項を記入の上、
ファクスかＥメールまたは電話で申
し込みを。
■問県商工労働部地域産業課創業支援
グループ（三浦さん、☎青森 017・
734・9374、 ■Ｆ 017・734・
8107、 ■Ｅ chiikisangyo@pref.
aomori.lg.jp、 ■Ｈ http://www.
pref.aomori.lg.jp/sangyo/
shoko/H29sougyou.html）

サイクルトレインを使って
おでかけしませんか？
　弘南鉄道大鰐線では、電車内に自
転車を持ち込んで乗車することがで
きる「サイクルトレイン」を実施し
ています。
▽利用期間　5 月 8 日～ 11 月 30
日
※「さくらまつり」・「ねぷたまつり」
期間は利用不可。
▽利用時間　平日＝通勤通学時間帯

（午前６時～９時半前後、午後３時
～最終便）を除く時間帯／土・日曜
日、祝日＝すべての時間帯
▽利用料金　無料（１台に限る）
▽その他　自転車の積み込み場所は
後部車両のみ／３台以上のグループ
で利用する場合は、最寄駅に確認を
／自転車の積み下ろし、車両・ホー
ムの安全管理は自己責任でお願いし
ます。
■問弘南鉄道（☎ 44・3136）

ハンターの有害鳥獣駆除の
活動にご協力を
　農作物等に被害
を与える鳥獣を駆
除するハンターが
いることを知って
いますか？ハンタ
ーは、農作物等の被害を防ぐため、
必要な手続きをした上で、銃器やわ
なによる有害鳥獣の捕獲をしていま
す。市の有害鳥獣駆除に協力してい
るハンターは腕章を身に付けてお
り、事故を起こさないように細心の
注意を払って捕獲を行っていますの

会議室
▽対象　市民＝ 40 人程度（先着順）
▽申し込み方法　５月９日までに、
メールかファクスで申し込みを。

【ホストさん大募集 !!】
▽募集期間　５月 15 日～６月 15
日
▽申し込み方法　メールかファクス
または持参で申し込みを。
※詳しくはお問い合わせください。
■問観光政策課（旧上下水道部庁舎、
☎ 35・1128、■Ｆ 38・5867、■Ｅ
kankou@city.hirosaki.lg.jp）

平成 29 年工業統計調査

　６月１日現在で、全ての製造事業
所を対象に、工業の実態を明らかに
することを目的に実施します。調査
結果は、中小企業施策や地域振興な
ど、国および地域行政施策の基礎資
料として利活用されます。
　調査の実施に当たって、５月上旬
～６月中旬までに統計調査員が事業
所などを訪問しますので、ご協力を
お願いします。なお、一部の地域に
おいては、統計調査員として学生が
訪問しますので、ご協力をお願いし
ます。
※調査内容は統計作成の目的以外

（税の資料など）に使用することは
絶対にありません。
■問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）

キッズネットクラス

　「キッズネットクラス」は、未就
学児を持つ親が抱える不安の解消
や、親同士・地域住民との情報交換・
ネットワークづくりを目的として子
育てを支援する活動で、いろいろな
遊びや学びが体験できます。参加す
る人は午前９時 20 分までに当日会
場へおいでください。また、ボラン
ティアスタッフも随時募集していま
す。
▽とき　５月９日、６月 13 日、７
月 11 日、８月９日、９月 12 日、
10 月 10 日、11 月 14 日、12 月
５日、１月９日、２月 13 日の午前
10 時～ 11 時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽対象　０歳～就学前の児童とその
保護者
▽参加料　無料（12 月と１月は
200 円程度の実費負担あり）
■問 中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

創業・起業支援制度
説明会・セミナー
　 「創業・起業したいが、どのよう
な支援制度があるのか」といった意
見に応えるため、説明会・セミナー
を開催します。創業・起業に興味が
ある人、検討している人、創業・起
業して間もない人など、気軽にご参
加ください。
▽とき　５月 11 日（木）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）４階市
民文化交流館ホール
▽内容　支援制度説明会…午後４時

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　５月 31 日・６月７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）
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
■問５月 14 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。

イベント民泊講演会＆自宅
提供者（ホストさん）の募集
　市では、ねぷたまつり期間中に旅
行者が一般のお宅に宿泊できる「イ
ベント民泊」を実施します。
　これに伴い、講演会開催と、期間
中に自宅を提供できるホストさんの
募集を行います。
　県外の人と交流したい人、空き部
屋を活用したいと考えている人、ど
うぞこのチャンスの活用を。

【講演会「イベント民泊ってどんな
こと ??」】
▽とき　５月 14 日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）中

砂防情報提供システム」http://
www.pref.aomori.lg.jp/） で は、
国・県・気象庁が観測している雨量・
河川水位・ダム情報等を確認できま
す。大雨の情報に十分注意し、早め
の情報収集、避難準備を心掛けま
しょう。
■問県土整備部河川砂防課企画・防災
グ ル ー プ（ ☎ 青 森 017・734・
9662）／中南地域県民局地域整備
部河川砂防施設課（☎ 34・1283）

夜間・休日納税相談のご利用を

　収納課では、日中や平日に納税相
談ができない人のために、夜間・休
日納税相談日を設けています。電話
での相談や、市税などの納付もでき
ます。
▽夜間納税相談　５月 15 日～ 19
日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　５月 21 日・28
日の午前９時～午後４時
■問 収納課（市役所新庁舎２階、☎ 
40・7032、40・7033） 

首都圏からの移住をサポート!!
首都圏同窓会（弘前東高校）
出席者募集
　ひろさき移住サポートセンター東
京事務所では、首都圏で開催される
弘前市内の高校の同窓会に伺い、職
員が弘前への移住などの取り組みに
ついて紹介します。
　今回は、弘前東高校同窓会関東支
部の同窓会に伺いますので、首都圏
に同校出身の知り合いがいる人は、
周知のご協力をお願いします。
▽とき　５月 13 日（土）
　　　　午後 5 時半～ 8 時
▽ところ　アルカディア市ヶ谷（私
学会館、東京都千代田区九段北４丁
目２の 25）
▽申し込み方法　５月３日までに、
電話かファクスで、氏名・連絡先を
お伝えください。（登録されている
同窓生には往復はがきで案内してい
ます）
■問首都圏からの移住に関すること…
ひろさき移住サポートセンター東京
事務所（☎東京 03・6256・0801
／同窓会参加申し込み等に関するこ
と…弘前東高等学校同窓会事務局

（☎ 27・6487、■Ｆ 28・0624）

 その他
  

 

　転入者の増加時期である４月３日・４日の２日間、市役所１階ロビーで、
市民への町会活動周知と町会加入促進を目的とした啓発活動を、市と弘前
市町会連合会の協働で実施しました。
　キャンペーンでは、町会の活動について掲載したチラシなどを手渡して、
町会活動の PR および加入の呼びかけを行いました。
　なお、特色ある町会の活動情報等については、弘前市町会連合会公式
Facebook にも掲載していますので、併せてご覧ください。
■問い合わせ先　市民協働政策課（☎ 35・1664）

弘前市町会
連合会公式
Facebook 
QR コード

「春の町会加入促進キャンペーン」     
                               　を実施しました！

ＮＥＷＳ
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有 料 広 告
今月の市税などの納期

納期限
５月 31 日

☆今月は第３・４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替をご利用ください。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が加算される場合があります。
☆納期限内であればコンビニエンスストアでも納付できます。

※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・⑤は保護者氏名を記入の上、各申込先まで申し込みを。
／※２…室内用シューズの持参を。／※３…応募多数の場合は抽選で決定。／※４…家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。
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。

 各種スポーツ・体操教室

固定資産税　第１期
軽自動車税　全　期

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

ジュニアゴルフ
教室

５月 13日・27日、午後１時
～２時半

岩木川市民ゴルフ場
（清野袋２丁目）管理
棟

小学生～中学
生＝各回４人
（先着順）

１回
1,000
円

道具はすべて
貸し出しま
す。

各回の３日前までに、岩木川市民ゴ
ルフ場（☎36・7855）へ。

初心者ゴルフ教
室

５月 21日、①午前 10時～
11時半、②午後１時～２時半

高校生以上の
ゴルフ初心者
＝各回４人
（先着順）

１回
1,500
円

道具はすべて
貸し出しま
す。雨天中止。
着替えの持参
を。

５月18日までに、岩木川市民ゴル
フ場（☎36・7855）へ。

中級者・初級者
バドミントン教
室

中級者…５月 17日～６月 28
日の毎週水曜日、午後１時～
３時／初級者…５月 18日～
６月 29日の毎週木曜日、午
前 10時～正午

岩木B&G海洋センタ
ー（兼平字猿沢）

市民＝各 20
人 無料

ラケットの持
参を（貸し出
しあり）。（※
２）

５月 10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、☎
82・5700）へ。
（※ 1）（※３）

ヨット・カヌー
教室

５月 21日～９月 10日の毎週
土・日曜日、午前 10時～正
午（天候不順で中止の場合が
あるため、電話で確認を。）

①弘前公園西濠ボート
乗り場（９月まで）／
②鶴田町津軽富士見湖
（７月、３回程度）／
③西目屋村内岩木川
（８月、１回程度）／
城北ファミリープール
（９月９日・10日）

小学校３年生
以上＝30人
（先着順）

500
円

水に濡れても
いい服装、靴
でおいでくだ
さい。着替え
の持参を。

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒 036・
8057、八幡町１丁目９の１、☎
33・4545）

水泳教室（水慣
れからバタ足ま
で）

５月 26日～６月 16日の毎週
金曜日、午後５時～６時

温水プール石川（小金
崎字村元）

市内の小学校
１年生～２年
生＝８人

無料
水着、水泳帽、
ゴーグルの持
参を。

５月 15日（必着）までに、温水プ
ール石川（〒 036・8123、小金崎
字村元 125、☎ 49・7081）へ。（※
1）（※３）水泳教室（背泳）５月 29日～７月３日の毎週

月曜日、午後１時～２時
クロールで
25ｍ泳げる
市民＝ 15人

無料

ヒロロで脳トレ
＆ミニバランス
ボール教室

６月２日～７月 28日の毎週
金曜日、午後１時半～２時半

ヒロロ（駅前町）３階
健康ホール 20人 無料

バランスボー
ルは貸し出し
ます。（※２）

５月 15日（必着）までに、克雪ト
レーニングセンター（〒 036・
8101、豊田２丁目３の１、☎
27・3274）へ。（※ 1）（※３）（※
４）

寝ながら骨盤＆
股関節体操教室

６月８日～９月 28日の毎週
木曜日（６月 15日、７月６日、
９月21日を除く）、午前 10
時～ 11時

克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）会
議室

６人 無料
ヨガマットの
持参を。（※
２）

ヒロロで走ろ
う！かけっこ教
室

６月１日～ 19日の毎週月・
木曜日、午後４時半～６時

ヒロロ（駅前町）
３階イベントスペース

市内の小学校
１～４年生＝
20人

無料 なわとびの持
参を。 ５月 15日（必着）までに、河西体

育センター（〒 036・8316、石渡
１丁目 19の１、☎ 38・3200）へ。
（※ 1）（※３）（※４）

プールで筋トレ、
脳トレ水中ウオ
ーキング教室

６月１日～ 22日の①毎週月
曜日、午後１時～２時、②毎
週木曜日の午前 10時～ 11時

河西体育センター（石
渡１丁目） 市民＝ 15人 無料

水着、水泳帽、
ゴーグルの持
参を。

ゆっくりジョギ
ング教室

６月３日～７月１日の毎週土
曜日（６月 24日を除く）、午
後１時半～２時 45分

金属町体育センター集
会室 市民＝ 10人 無料 （※２）

５月 20日（必着）までに、金属町
体育センター（〒 036・8245、金
属町１の９、☎ 87・2482）へ。（※
1）（※３）（※４）

ヒロロ健康サー
クル

６月６日～ 27日の毎週火曜
日、午前 10時半～ 11時 50
分（受け付けは午前 10時～）

ヒロロ（駅前町）
３階健康ホール

毎週継続して
できる 40歳
以上の市民＝
30人

無料 （※２）
５月 15日（必着）までに、健康づ
くり推進課（〒 036・8711、野田
２丁目７の１、☎37・3750）へ。
（※ 1）（※３）（※４）

ママピラテス ５月 11日（木）、午前 10時
15分～ 11時半 ヒロロ（駅前町）

３階多世代交流室２
各 15人（先
着順） 無料

申込締切…５
月 10日 電話かファクス（住所、氏名、年齢、

連絡先を記入）で、ウイング弘前（☎
38・8131、■Ｆ38・8134）へ。ロコモ予防・対

策運動セミナー
５月 23日（火）、午後１時
15分～２時半

申込締切…５
月 22日

 
教えて！たか丸くんクイズの答え

答えは、①の「人力車」だよ。今年の 11月
まで運行するんだ。昔は人を運ぶ手段として
全国各地にあったんだって！いすが高い位置
にあっていつもとは違う目線で公園の
景色を楽しめるから、みんなも
弘前公園で人力車に乗ってみ
よう！
※質問は13ページに掲載。
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♥もっと②　弘前！！ 学生企画コーナー

疲れた心をネコに癒してもらおう♪
　こんにちは、ひろ♡レポです。新年度から1カ月
が経ち、ようやく新しい生活にも慣れてきましたね。
張りつめていた緊張が一気にほどけて、疲れを感じ
ている人も多いはず。息抜きができていない皆さん、
かわいい動物たちに癒されてみませんか？

　46年もの歴史があるカフェ・ホ

ートンでは、コーヒーと甘さを抑

えた手作りケーキが食べられます。

そして！個性的な猫ちゃんが４匹

もいるんです！今回私たちは３匹の

猫に会うことができました♡

　動物と触れ合うことで、人々の心
を癒やす効果が期待できます。特に、
猫の「ゴロゴロ」と喉を鳴らす音が血
圧を下げたり、免疫力を上げる効果が
あることが研究で明らかになっている
こともあり、猫と触れ合える場所も増
加してきています。

Q1，猫をお店で飼うようになったきっかけは？

皆さんに一言お願いします！

でも、私、アパート暮らし

で動物飼えないし…

住所 御幸町5の9
Tel 33・7840

ホートンのママ
須
すとう
藤清

きよえ
江さん

大丈夫！そんなあなたも猫と触

れあえる場所があるんです！

実はもともと犬を飼っていまし
た。16年前、その愛犬が死ん
で悲しんでいた時に、道端で一
匹の猫に出会いました。電柱の
光に照らされて、まるでスポッ
トライトを浴びるかのように…！
思わず運命を感じましたね！そ
の猫を店に連れて帰り、飼いは
じめたのがきっかけです！

年齢問わず、誰でも気軽にお立ち寄りください☆
うちの看板猫たちがお迎えします！！

とっても
大人しい
グレさん

真っ白な毛並みが
チャームポイント
キキ

　取材を通して、可愛い猫たちに終始癒されっぱなしでした♡猫をきっかけに、家族や友人、恋人、
お客さん同士の会話も思わず弾みます！猫と触れ合うことで、日ごろの疲れを忘れさせてくれること
間違いなし！皆さんもぜひ、猫と触れ合ってみませんか？

 ひろ♡レポとは…若者目線で弘前のことを伝えようと発足された、広報ひろさきで学生企画コーナーを担当する女子大生
グループです。Facebook（http://www.facebook.com/hiro.reporters）もやってます！興味のある人はどうぞ（^ *^）

編 集
後 記

～カフェ・ホートン～ ホートンのママさんにインタビュー

いたずらっ子なミミ

くつろぎ効果

ストレス軽減

癒やし
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Health　Information

健康の掲示板
弘前市保健センター（野田２丁目）　☎ 37・3750

母子保健
　母子健康手帳の持参を。場所は弘前市保健センター（各
指定医療機関での個別健診を除く）で、料金は無料です。
なお、発熱など体調不良の場合は、次回に受診してくだ
さい。★は対象者に健康診査票を送付します。

名　称 と　き 対象・定員 申込先内　容

乳
幼
児
の
健
康
診
査

４か月児★
７か月児★ 各指定医療機関での個別健診

１歳６か月児 ５月 24 日・25 日／
受付＝午後０時半～１時半 平成 27 年 11 月生まれ

３歳児 ５月 10 日・11 日／
受付＝午後０時半～１時半 平成 25 年 10 月生まれ

１歳児歯科 ５月 17 日・18 日／
受付＝午後０時半～１時 平成 28 年 5 月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成 26 年 11 月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室

５月 23 日（火）、午後１時
～２時半／受付＝午後０時
半～ 1 時

平成 28 年 12 月生まれ
＝ 25 組（先着順） ５月９日から

弘前市保健セ
ンターへ。離乳食講話・グループレッスン／育児相談

※母子健康手帳・バスタオル・おむつ・ミルクの持参を。

のびのび子ども相談

▽とき　5 月 23 日（火）、午前９
時半～午後 3 時（受け付けは午前
９時半～午後２時）
※時間予約制。相談が終わり次第終
了。
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　発達相談（ことばが遅い、
落ち着きがないなど）
▽対象　１歳以上の幼児とその家族
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
■問い合わせ・申込先 ５月 22 日
までに、弘前市保健センター（☎
37・3750）へ。

胃がんリスク検診

　平成 30 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無
料の受診券を送付します。
　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
危険度を分類するものです。
　なお、弘前市国民健康保険加入の
人は、特定健診と同時に受けること
もできますので、指定医療機関で受

診してください（検診後の治療費は
保険診療で本人負担となります）。
■問い合わせ先　弘前市保健センタ
ー（☎ 37・3750）

こころの健康相談

　本人や家族の心の悩み、家族を自
死で亡くした人の悩みについて、保
健師が面接して相談に応じます（無
料）。予約制ですので、希望する人
は事前に電話で申し込みください。
▽とき　５月 16 日（火）
　　　　午前９時～ 11 時
▽ところ　弘前市保健センター
▽対象　市民
※「こころの病気」の治療をしてい
ない人を優先します。現在治療して
いる人は、まず主治医に相談を。
■問い合わせ先　弘前市保健センタ
ー（☎ 37・3750）

健康相談・禁煙相談

　健康や栄養について、保健師や栄
養士が無料で相談に応じます。
▽５月の相談日
〇ヒロロ会場（駅前町、ヒロロ３
階健康広場）＝ 12 日・17 日・28
日
〇弘前市保健センター会場＝ 22 日
※時間はいずれも午前９時～ 11

検　診 　市の各種検診は、年度内に１回受診できます。

名
称

会
場

と　き 対象・定員 問い合わせ・申込先内　容 料　金

セ
ッ
ト
検
診

医
師
会
健
診
セ
ン
タ
ー

通年（５月８日～平成 30
年３月 15 日）

40 歳以上の市民（職場で
受診できる人を除く）　
※定員になり次第締切。

弘前市医師会健診セン
ター検診課（☎フリー
ダイヤル 0120・050・
489、平日…午前 9 時
～午後４時〈正午～午
後１時を除く〉）へ。

胃・肺・大腸がん検診（50
歳以上は前立腺がん検診も
受診可〈別途 500 円〉）

1,900 円（市の国保加入
者は 950 円、70 歳以上の
人は無料） 

複
合
健
診

ヒ
ロ
ロ

５月 12 日～ 11 月 10 日
の毎月第２・４金曜日

（８月 11 日を除く）

40 歳以上の市民（職場で
受診できる人を除く）　
※特定健診および後期高齢者
健診とがん検診セットの場合
のみ受診可。定員になり次第
締切。

受診希望日の１週間前
までに、健康づくり推
進課（弘前市保健セン
タ ー 内、 土・ 日 曜 日、
祝日を除く午前８時半
～午後５時）へ。
※複合健診（ヒロロ）は、
申込人数が 10 人に達し
ない場合、受診日の変更
をお願いすることがあり
ます。

特定健診・後期高齢者健診
（無料）／胃・肺・大腸が
ん検診（50 歳以上は前立
腺がん検診も受診可〈別途
500 円〉）

1,900 円（市の国保加入
者は 950 円、70 歳以上の
人は無料） 

女
性
の
健
康
診
査

医
師
会
健
診
セ
ン
タ
ー

５月 11 日・20 日・25 日・
６月８日　
※５月 25 日は託児あり（乳
幼児 10 人まで）。次月以降
の日程は問い合わせを。

18 歳～ 39 歳の主婦や自
営業の女性（職場で受診で
きる人、妊娠中やその疑い
のある人などを除く）
※定員になり次第締切。

血液検査、尿検査、内科診
察、骨密度検査など 800 円

医療機関での検診
胃・大腸・前立腺・子宮・乳がん検診、骨密度検診、結核検診は、
医療機関でも受診できます。直接、「市の検診」と伝えて問い合わ
せを。詳細は「健康と福祉ごよみ」で確認するか、健康づくり推
進課へお問い合わせください。

弘前市健康づくりサポーターを募集

時。相談日の２日前（28 日のみ３
日前）までに予約を。
■問い合わせ先　弘前市保健センタ
ー（☎ 37・3750）

健康診査が始まります

　29 年度の国保特定健康診査・後
期高齢者の健康診査と歯科健診は、
５月１日から始まります（医療機関
によっては、土・日曜日に受診でき
ない場合もあります）。病気になる
前や、病気になっても重症化する前
に、定期的に健康診査を受け、自分
の健康状態を検査結果（数字）で把
握しておきましょう。
▽対象　国民健康保険に加入してい
る 40 歳以上の人または後期高齢者
医療保険制度に加入している人
▽料金　無料
※健康診査には約１万円の費用が掛
かりますが、「受診券」を使用する
ことで無料で受診できます（後期高
齢者歯科健診を除く）。
　詳しくは、「健康と福祉ごよみ」
17、19 ページをご覧になるか、問
い合わせを。
■問い合わせ先　国保特定健康診査
について…国保年金課国保運営係

（☎ 35・1116）／後期高齢者の健
康診査について…国保年金課後期高
齢者医療係（☎ 40・7046）

 

【Ｂ型肝炎・ヒブ・小児肺炎球菌・
４種混合・不活化ポリオ・ＢＣＧ・
水痘・麻しん風しん混合・日本脳炎・
２種混合・子宮頸がん予防ワクチン】
　通年接種です。接種年齢から外れ
ると有料になりますので、ご注意く
ださい。
　麻しん風しん混合Ⅱ期予防接種は
平成 30 年度に小学校へ入学する幼
児が対象となります。対象者には予
診票を送付しますので、早めに接種
してください。
　Ｂ型肝炎ワクチンは１歳の誕生日
前までに３回の接種が必要です。１
歳を過ぎると定期接種の対象外とな
りますので、計画的に接種しましょ
う。

【高齢者肺炎球菌ワクチン】
▽実施期間　平成 30 年３月 31 日
まで
▽対象　
○平成 30 年３月 31 日までに 65
歳・70 歳・75 歳・80 歳・85 歳・
90 歳・95 歳・100 歳になる人
○本年度 60 歳から 64 歳の人で、
心臓・腎臓・呼吸器の機能および免
疫機能に障がいがある人で、身体障
害者手帳１級程度の障がいのある人
※対象者には、個別に通知しますが、
すでに 23 価肺炎球菌ワクチンの接
種を受けた人は対象外。
▽費用　5,000 円（自己負担）
※生活保護受給者は無料。

定期予防接種など

【おたふくかぜワクチンの接種費用
助成】
▽実施期間　平成 30 年３月 31 日
まで
▽対象　
○１回目の接種となる１歳の幼児
○平成 30 年度小学校に入学予定
で、未接種または１回目の接種から
27 日以上の間隔があいている２回
目接種希望の幼児

※過去におたふくかぜにかかったり、
予防接種が２回済んでいる場合は対
象外。
▽費用　4,000 円（自己負担）
※年度内の助成は１人１回／生活保
護受給者は無料。

【風しん抗体検査とワクチン接種費
用を全額助成】
▽実施期間　平成 30 年３月 31 日
まで

▽対象　市内に住所を有し、平成２
年４月１日以前に生まれた人で、妊
娠を予定している女性と風しん抗体
価が低い妊婦の同居家族
※過去に風しんにかかったり、助成
を受けたことがある場合は対象外。
▽申請方法　健康づくり推進課（弘
前市保健センター内）窓口に事前に
申請を。妊婦の同居家族の場合は、
申請時に母子健康手帳の持参を。

　平均寿命が短い、早世（働き盛りまでの死亡）やがんに
よる死亡が多い、健診の受診率が低いなどの健康に関する
問題に対処するため、平成 27 年度から「健康づくりサポー
ター制度」を開始しています。健康について学び、自分や
家族、地域の人たちの健康づくりに関する活動を行ってみ
ませんか。
▽募集人員　市内各町会から２人程度
▽活動内容　健康に関する研修会参加による健康教養の向
上／自分や家族の健康づくり／健幸増進リーダーや食生活
改善推進員、保健師などと協力しながら行う「お住まいの
地域の健康づくり活動」の実践
▽任期　委嘱した日から２年間（再任あり）
▽応募方法　①各町会長からの推薦、②自薦＝健康づくり
推進課へ連絡を。
※町会保健衛生委員との兼務も可。
▽報酬など　無報酬（市全体での研修会参加時には市の旅

費規程に準じて交通費を支給）
▽その他　「お住まいの地域の健康づくり活動」に対して、
事業費の補助があります／市民の健康情報を扱う場合があ
るため、守秘義務があります／活動中の事故などに対応す
るため、市で市民活動保険に加入します。
■問い合わせ先　健康づくり推進課（☎ 37・3750）
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６月１日号の投稿募集

　～川柳のお題～
　「高」

６月生まれ写真募集中！

…お題から自由に発想して、一
句ひねってみてください。
▼応募方法　次の事項を記入し、
５月９日（必着）までに、郵送、
持参、ファクスまたはＥメール
で応募を。
①住所・氏名・ペンネーム（希
望者のみ）・電話番号　
②川柳（１人一句まで）
※なお、応募多数の場合は、採
用されない場合もあります。

★対象　平成 29 年６月に１歳
の誕生日を迎える市内在住の子
★掲載内容　子どもの写真・氏
名（ふりがな）・生年月日・住所

（町名まで）
★応募方法　①子どもの写真１
枚（プリント・データのどちらか）
に、②子どもの氏名（ふりがな）・
生年月日・性別、住所、保護者
氏名、電話番号を記入したもの
を添えて、５月９日（必着）ま
でに、郵送、持参またはＥメー
ルでご応募ください。

★問い合わせ・応募先　広聴広報課（〒 036・8551、上白銀
町１の１、市役所３階、窓口 308、☎ 35・1194、ファクス35・
0080、Ｅメール kouhou@city.hirosaki.lg.jp）

１歳の記念に写真を
掲載してみませんか。

通 信

５月生まれ

宇
う の

野 波
は く ね

孔桜くん
H28.5.3 生（堅田 2）

藤
ふ じ た

田 晴
は る と

登くん
H28.5.17 生（石渡 1）

木
き む ら

村 伊
い ぶ き

武希くん
H28.5.13 生（早稲田 3）

 

大
おおたか

髙 奏
かなで

 ちゃん
H28.5.29 生（自由ヶ丘 1）

 

葛
か さ い

西 進
し ん の す け

ノ介くん
H28.5.1 生（堅田 3）

小
こばやし

林 真
ま な と

大くん
H28.5.17 生（松原西 1）

佐
さ と う

藤 大
た い が

芽くん
H28.5.23 生（高田 2）

今
い ま い

井 陽
ひ な こ

奈子ちゃん
H28.5.24 生（樹木 2）

一
いちのへ

戸 斗
と あ

碧くん
H28.5.28 生（小栗山）

 

太
お お た

田 幸
ゆ き と

登くん
H28.5.17 生（浜の町東 3）

 

岩
い わ や

谷 珠
しゅもん

門くん
H28.5.8 生（東城北 3）

 

齊
さいとう

藤 さくらちゃん
H28.5.15 生（自由ヶ丘 1）

 

本
ほ ん だ

田 翔
と あ

蒼くん
H28.5.27 生（三和）

 

原
は ら こ

子 奈
な な

々ちゃん
H28.5.27 生（城南 3）

 

高
た か や

谷 翔
かける

 くん
H28.5.28 生（高崎 2）

 

葛
か さ い

西 梨
り ず か

脩伽ちゃん
H28.5.10 生（中野 2）

 

熊
くまがい

谷 紬
つ む ぎ

衣ちゃん
H28.5.25 生（藤代 1）

 

新
にいおか

岡 実
み の り

乃里ちゃん
H28.5.17 生（賀田 1）

 

成
な り た

田 桐
き こ

子ちゃん
H28.5.2 生（外瀬１）

中
なかざわ

澤 梁
は り ま

真くん
H28.5.20 生（若葉 1）

 

坂
さ か た

田 弥
み な み

波くん
H28.5.15 生（石渡 3）

川
かわごえ

越 一
い っ さ

颯くん
H28.5.7 生（松ケ枝 4）

 

花
は な だ

田 莉
り っ か

叶ちゃん
H28.5.4 生（駅前 3）

成
な り た

田 咲
さ や

絢ちゃん
H28.5.24 生（桜ケ丘 4）

 

佐
さ と う

藤 あいりちゃん
H28.5.11 生（泉野 2）
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川
かわむら

村 悠
は る と

仁くん
H28.5.31 生（富栄）

 

佐
さ と う

藤 優
ゆ り

浬ちゃん
H28.5.11 生（取上 5）

相
そ う ま

馬 虎
こ た ろ う

太郎くん
H28.5.29 生（富栄）

 

平
ひらやま

山 凌
りょうが

雅くん
H28.5.30 生（泉野 2）

高
たかはし

橋 香
か す み

澄ちゃん
H28.5.18 生（楢木）

 

今
い ま い

井 瑛
え い た

太くん
H28.5.29 生（大和沢）

 

中
な か た

田 莉
り さ

紗ちゃん（左）・大
ひ ろ と

翔くん（右）

H28.5.27 生（石川）
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✂
食改さん
おすすめ
レシピ

ごぼうを使った簡単レシピ　 ごぼうのリボンサラダ
File.65 弘前市食生活改善推進員会

30

出会い、別れ、再会し、また別れ…。
人は会うたびに知らない顔を見せ、立
体的になる。表題作をはじめ、「ママ」「む
すびめ」など、人生の特別な瞬間を凝
縮した珠玉の 6 編を収録。

秋山善吉工務店
中山七里著、光文社

出会いなおし 
森絵都著、文藝春秋

種まきから収穫まで、写真と共に解説
した、野菜づくりを応援する書。比較
的短期間で育つものや病害虫に強いも
のなど、育てやすい野菜のほか、チャ
レンジしたい野菜も取り上げる。

東北の作家 10 人が綴る、東日本大震
災が発生した「あの日」からの海辺の
物語。黒木あるじ「呼声」等、体験を
克明に綴った実話から創作まで多彩な
ラインナップの全 45 編を収録。

毎年何億羽の鳥たちが長い旅をして、
それぞれが一番安全と思われる場所に
行き、清潔な新しい巣を作り、新しい
生命を生みだしています。世界の渡り
鳥 113 種の旅を描いた絵本。

わたり鳥 
鈴木まもる作・絵、童心社

おいしい野菜づくり 
北条雅章監修、池田書店

渚にて
黒木あるじ ほか著、荒蝦夷

■１人分の栄養量 ： エネルギー／ 97kcal、タンパク質／ 1.6g、カルシウム／ 37㎎、食塩相当量／ 3.8㎎、食塩相当量／ 0.7g

①たまねぎは洗って、うすくスライスしておく。
②ごぼうはよく洗い、皮は包丁でこそげながら汚れをと

る。皮むき器で５～６㎝の長さにうすくリボン状に削
り水にさらす。にんじんは４～５㎝の長さにうすく短
冊切りにする。

③なべに②のごぼうとにんじんを入れ､ 分量のみりんと
しょう油、水50mlを入れ、中火で３～４分蒸し煮にし、
汁をきってから熱いうちにボウルに入れ、①のたまねぎと一緒に混ぜて冷ます。

④冷めてから、マヨネーズハーフとポン酢、塩、こしょうを加え和える。皿に洗ったレ
タスをしき、その上に盛り付ける。

 
材料（4 人分）

ごぼう……… 150g（１本）
にんじん……60g（1/2 本）
みりん……………大さじ 1
しょう油…………小さじ 1
たまねぎ……80g（1/2 個）
レタス…… 100g（葉 3 枚）
マヨネーズハーフ …大さじ 3
ポン酢……………小さじ 2
塩………………………少々
こしょう………………適宜

●青森県はごぼうの生産量が全国１位です。年間を通して流通していますが、４
月～５月もおいしい時期です。

●食物繊維が豊富に含まれており、血糖値やコレステロール値が気になる人に
おすすめです。

ポイント！

ＮＥＷ　ＢＯＯＫＳ　ＣＯＭＩＮＧ ＵＰ 弘前図書館近着図書紹介

火災で家と主を失った秋山家。残され
た妻子は亡き夫の実家「秋山善吉工務
店」に身を寄せる。一方、警視庁捜査
一課の宮藤は、火災は放火ではと調べ
始め…。味わい深い人情ミステリー。

弘前図書館 DATA

▽開館時間　平日…午前９時
半～午後７時／土・日曜日、
祝日…午前９時半～午後５時
▽ところ　下白銀町（追手門
広場内）
▽休館日　毎月第３木曜日（祝
日の場合は翌日に振替）、年
末年始、蔵書点検期間
※５月の休館日は 18 日です。
■問 ☎ 32・3794

 

　ヤマフクくん（山本副市長 !?）が、市が行っているいろいろな取り組みと
それにかける想いをわかりやすく伝えます。

Vol ２．出会い編

伝えたい！市の想い！伝えたい！市の想い！

ひろさき広域出愛
サポートセンターがある
こと知ってる？

でも結婚相談
所って高いん
でしょ？

市役所がやって
いるから安心だ
しね。

５００円

そして、元気な
授かりものが !!

 次号へつづく…

その後……、めでたく結婚！

（※１）結婚した件数…５件／お見合い件数…193 件／連絡先交換…109 件（平成 29 年３月末時点）
■問い合わせ先　広聴広報課（☎ 35・1194）／ひろさき広域出愛サポートセンターについて…ひろさき広域出愛サポートセンター事務
局（☎ 35・1123）

5 月 11 日の午前 11 時半からＦＭアップルウェーブ（78.8 ＭＨｚ）の「行政なんでも情報」で「ヤマフクくんの伝えたい！市の想い！
　Vol.2 出会い編」について放送する予定です。ぜひお聞きください。

●Ｅ②Ｅ

●②

●③

●④

●⑧
●⑪

●⑭

●⑮

ノ
ン
ノ
ン
ノ
ン
♪

結婚したいと思っ
てるんだけど、
出会いがないの…。

早速、お見合いしたらパートナー
が見つかっちゃった！

平成26年度
から始めて、
すでに５組が
結婚している
よ！（※ 1）

しかも、市内に住んでいる人だけじゃ
なく、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、
大鰐町、田舎館村、西目屋村を含めた
８市町村の人たちと出会えるんだ！

●⑬

？

知らなーい !!

なんと登録は無料！
お見合いも１回 500円
払うだけ！

●⑩

でも、そこで
結婚した人っ
ているの…？

マジ

会
員
に
な
る
と

お
見
合
い
相
手
を

探
せ
る
ん
だ
よ
！

君のパートナー候補
を探しに行こう

あなたもそろそろ
結婚したら！！！？

●①

●⑦

●⑫

●⑨

●⑤

●⑥

センターはヒロロ
の３階にあるよ！
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　りんごの花がかれんに咲き誇るり
んご公園で、まつり期間中の土・日
曜日を中心に、楽しいイベント盛り
だくさん。家族や友達と一緒におい
でください。
▽期間　５月６日～ 14 日
▽週末イベント　美空ひばりパネル
展、西尾夕紀ものまねスペシャルラ
イブ、ゴールデンシードルナイト、
キャラクターショー、巨大アップル
パイ実演販売、絵入りりんご制作体
験、グルメコーナー、パン＆カフェ、
お出かけ動物園など
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）
■ 問 い 合 わ せ 先　 り ん ご 課（ ☎
40・7105）
※日により実施するイベントが異な
りますので、実施日については問い
合わせを。また、各イベントは天候
等により変更する場合があります。

弘前りんご花まつり

　未来の「はな（新たな価値）」を咲かせる新しい取り
組みとして、まちを「花」で彩ります。
　皆さんが普段見慣れている弘前の街並みも、「花」で
彩ることで新たな輝きが生まれるかも !? 園芸に関する
知識や経験がなくても大丈夫です。皆さんでまちに「は
な」を咲かせてみませんか。
▽とき　５月 27 日（土）、午前 10 時～正午
※終了時間は前後する場合があります。
▽集合　蓬莱広場（土手町）
※悪天候が予想される場合は、前日までに別途連絡します。
▽定員　40 人（先着順）
▽内容　バスケットに花を植栽し、弘前中央駅～土淵川
沿い～蓬莱橋等に設置します。
▽持ち物　タオル、軍手、飲み物
※汚れてもよい服装でおいでください。
▽申し込み方法　電話かファクスまたはＥメール（参加
者全員の氏名・年齢、代表者の住所、電話番号を記入）で、
５月 22 日までに申し込みください。
■問い合わせ・申込先　ひろさき未来戦略研究センター

（☎ 40・7021、ファクス 35・7956、Ｅメール hif@
city.hirosaki.lg.jp）

市民・学生
ボランティア

募　集
（先着 40 人）

皆さんでまちに「花」を

咲かせてみませんか？

part

01 5.27sat→

　ソフトボールの国際大会を開催します。日
本チームはソフトボール界屈指の名投手の
上野由岐子さんが参加しますので、ぜひ一流
のプレーを見においでください。
○ 6 月 18 日（日）、開場＝午前９時半
午前 11 時～…日本対チャイニーズ・タイペイ
午後１時半～…GEM4（U23 日本代表）対
中国
午後４時～…韓国対チャイニーズ・タイペイ
○ 6 月 19 日（月）、開場＝午前 11 時
午後０時半～…中国対チャイニーズ・タイペイ
午後３時～…韓国対 GEM4（U23 日本代表）
午後５時半～…日本対中国
○ 6 月 20 日（火）、開場＝午前 11 時
午後０時半～…中国対韓国
午後３時～…GEM4（U23 日本代表）対チャ
イニーズ・タイペイ
午後５時半～…日本対韓国
○ 6 月 21 日（水）、開場＝午前８時半
午前10時～…日本対GEM4（U23日本代表）
午後０時半～…予選 3 位対予選 4 位
午後３時～…予選 1 位対予選 2 位
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎
40・7115）

第6回東アジアカップ
女子ソフトボール大会
2017 IN HIROSAKI

６.18-21
はるか夢球場
（豊田２丁目）

▽入場料（全席自由、1
日券）　大人＝ 1,000 円
　中・高校生＝ 500 円

（小学生以下は無料〈た
だし保護者同伴〉）


