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「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき
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　臨時福祉給付金（経済対策分）の申請期限が近づい
ています。まだ申請書を提出していない人は、忘れず
に申請をしてください。なお、やむを得ない場合を除
き、申請期限までに申請をしないと給付金の受給がで
きなくなりますのでご注意ください。
　対象者だと思うのに申請書が届いていない人や、申

請書を紛失した人は、お問い合わせください。
▽申請期限　５月31日（水）
▽対象　平成 28年度市民税非課税者（平成 28年度
市町村民税課税者の税法上の扶養者や生活保護等受給
者は除く）
■問い合わせ先　臨時給付金対策室（☎40・7120）

臨時福祉給付金（経済対策分）
申請期限は５月 31 日まで！

確認じゃ！

　市では、20年後の将来都市像「子どもたちの笑顔
あふれるまち弘前」を実現するため、弘前市経営計画
を作り、各事業に取り組んでいます。現在の経営計画
は今年度で終了し、来年度からは、次期総合計画に基
づいて市政を運営します。この次期総合計画に市民の
皆さんの意見やアイデアを反映させ、より良い弘前を
目指すため、意見交換会を開催します。

【岩木地区意見交換会】
▽とき　6月 1日（木）、午後1時半～ 2時半
▽ところ　岩木庁舎（賀田 1丁目）２階多目的ホー
ル
▽対象　開催地区の市民（今回は岩木地区）
▽参加料　無料
※他地区の開催日程は広報ひろさき 6 月 1 日号など
で順次お知らせします。
■問い合わせ先　広聴広報課広聴広報担当（☎
35･1194）／ひろさき未来戦略研究センター（☎
40・7021）

次期総合計画策定のための意見交換会
これからの弘前にあなたのアイデアを！

【上級一般行政、上級建設（土木・建築）、社会人一般
行政、社会人福祉、保健師、任期付職員（育児休業代替）】
▽採用予定　上級一般行政＝ 6人／上級建設（土木）
＝ 1人／上級建設（建築）＝ 1人／社会人一般行政
＝ 3人／社会人福祉＝ 1人／保健師＝ 1人／任期付
職員（育児休業代替）＝5人
▽第１次試験　６月 25 日（日）、県立弘前工業高等
学校（馬屋町）

▽受験申込書の提出方法　人材育成課（市役所６階）
で交付する受験申込書に必要事項を記入し、6 月５
日（必着）までに郵送または持参を（受け付けは、土・
日曜日を除く午前８時半～午後５時）。
※募集要項は、市ホームページに掲載しています。
■問い合わせ・提出先　人材育成課人事評価担当
（〒036・8551、上白銀町１の１、☎35・1119）

 「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。

（上級・社会人・保健師・任期付職員〈育児休業代替〉）

市 職 員 募 集
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消費者月間パネル展示
▽とき　５月24日～ 31日、午前８時半～午後９時
（31日は午後４時まで）
▽ところ　ヒロロスクエア
▽内容　消費生活に関するパネル展やリーフレットの
提供・各種相談の紹介など
■問い合わせ先　市民生活センター（駅前町、ヒロロ
３階、☎34・3179）

　近年、消費者を取り巻く環境は、高齢化の進行、携帯電話やスマートフォン、インターネットの普及などに
より、大きく変化しており、それに伴って消費者トラブルや消費者被害の内容などが変化してきています。そ
こで、今後の消費者政策の推進には、これまでの枠組みを超えた取り組みが必要であり、社会経済の全ての主
体が消費者の利益の擁護・増進を意識して活動することが重要です。
　５月は消費者月間です。これにちなみ、「被害に遭わないためにはどうしたらいいのか」「被害に遭ったとき
にはどうすればいいのか」といった情報を、パネル展示などで分かりやすく紹介します。併催イベントも開催
しますので、ぜひご来場ください。

併催イベント
【くらしの消費者講座】
　次々と新しい手口がでている悪質商法について、わ
かりやすく説明します。
▽とき　５月24日（水）、午後２時～３時半
▽テーマ　「悪質商法の事例と対策～被害にあわない
ために～」
▽講師　青森県金融広報委員会金融広報アドバイザー

▽定員　30人（先着順）
※事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ３階多世代交流室２
▽参加料　無料
■問い合わせ・申込先　市民生活センター（☎ 34・
3179）

市政情報
Town Information
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人権・行政問題は相談を

くらしとお金の安心相談会
　消費者信用生活協同組合青森事務所が行う出張相談
会です。相談は予約制ですので、希望する人は事前に
電話で申し込んでください。
▽とき　６月７日（水）、午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要な資金の貸付に関
すること
■問い合わせ・予約先　消費者信用生活協同組合青森
事務所（☎青森017・752・6755）

法テラス無料法律相談
　市民生活センターを会場に、無料法律相談を実施し
ています。相談は電話による完全予約制で、資力要件
に該当する人が対象となります。詳しくはお問い合わ
せください。
▽とき　毎週火曜日の午後１時～４時、４月１日から
隔週土曜日の午前10時半～午後０時半
▽ところ　市民生活センター（ヒロロ３階）
▽相談内容　離婚、相続、損害賠償、金銭トラブル、
多重債務など
▽相談員　登録弁護士、司法書士
■問い合わせ・予約先　法テラス青森（☎ 050・
3383・5552）

市民生活センターの相談窓口
　市民生活センター（ヒロロ３階）では、暮らしの中
で起こる困り事、悩み事、契約トラブル、多重債務問
題などに関する相談に応じています。相談は無料です。
気軽にご利用ください。
▽とき　午前８時半～午後５時（毎週月曜日と12月
29日～１月３日は休館）
▽相談内容　消費生活、市民生活に関する相談
▽相談員　市職員
■問い合わせ先　市民生活センター（☎ 33・5830、
34・3179）

人権なんでも相談所
　６月１日の「人権擁護委員の日」にちなみ開設しま
す。相談は無料です。
▽とき　６月３日（土）、午前10時～午後３時
▽ところ　青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）
▽相談内容　不当な差別、職場・学校でのいじめ、相
隣間のトラブル、インターネットでの誹謗（ひぼう）
中傷・プライバシー侵害などの人権に関する問題
▽相談員　人権擁護委員、法務局職員
■問い合わせ先　青森地方法務局弘前支局総務課（☎
26・1150）
※弘前駅城東口から城東環状 100 円バスを利用し、
「城東タウンプラザ前」バス停で降りると便利です。

無料電話法律相談会
　長時間労働、パワーハラスメント（上司が部下に精
神的・身体的苦痛を与える行為等）などの労働問題に
詳しい弁護士が、対処の方法や法律知識を提供し適切
なアドバイスを行います。相談料は無料です。
【労働問題相談（雇用問題・パワハラなど）】
▽とき　６月９日（金）、午後３時～８時
▽電話番号　フリーダイヤル0120・610・168
■問い合わせ先　青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285）

行動しよう 消費者の未来へ

 

市民生活センターの相談窓口のほかに、
各種相談窓口などが設置されます。困
り事、悩み事があるときは、一人で抱
え込まず、早めにご相談ください。

困り事・
悩み事
ありませんか

市民生活センターなどの
相談窓口

５月は消費者月間です

○青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）では、
毎週月～金曜日の午前 10時～午後５時に、常設
人権相談所を開設し相談に応じています。
○人権擁護委員は毎週金曜日、行政相談委員は毎
週水曜日に、市民生活センターでも相談に応じて
います。時間はいずれも午前10時～午後３時。
■問い合わせ先　市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

●行政相談委員…国の行政全般に対する苦情・要
望を聞き、解決の手助けをしています。
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●人権擁護委員…人権問題で困っている人からの
相談に応じています。

　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、
人権相談を受けたり人権の考えを広める活動を
している民間ボランティアです。 
　人権擁護委員制度は、さまざまな分野の人た
ちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害さ
れないように配慮して人権を擁護していくこと
が望ましいという考えから設けられたもので、
諸外国に例を見ない制度として発足しました。
　人権擁護委員は、現在、約１万 4,000 人が
法務大臣から委嘱され、全国の各市町村に配置
されて、積極的な人権擁護活動を行っています。 
  人権擁護委員法が昭和 24年６月１日に施行
されたことを記念して、毎年６月１日を「人権
擁護委員の日」として、活動をしています。
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　市では、より良い生活交通の確保のため、弘前市地
域公共交通会議を設置し、路線バスや鉄道などの公共
交通の運行体系や運賃などに関する協議を行っていま
す。このたび、公共交通について市民の皆さんの意見
を反映させるため、広く委員を募集します。
▽応募資格　市内に在住する満20歳以上の市民（市
のその他の審議会などの委員および、国・地方公共団
体の議員および職員を除く）
▽募集人員　３人以内
▽募集締切　５月31日（当日消印有効）
▽任期・会議の開催など　任期は委嘱の日（６月中を
予定）から２年間。会議は平日の日中に開催予定
▽報酬など　会議１回の出席につき、市の規定に基づ
く報酬および交通費を支給
▽今年度の会議内容　まちづくりと一体となった公共
交通の再編を図るため、地域公共交通網形成計画の策

定などを行います。
▽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・ファクス番号・Ｅメールアドレス
②志望動機（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、都市政策課（市役所１階）
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　都市政策課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1124、ファク
ス 35・3765、 Ｅ メ ー ル toshiseisaku@city.
hirosaki.lg.jp）

弘前市地域公共交通会議の委員を募集公共交通に
あなたの意見を

 調査にご協力
ください 地籍調査　～「地籍」は土地の「戸籍」です～

地籍調査の進め方
５月下旬 常磐坂会館で説明会開催

６月中旬～

現地調査開始
・立会通知書（はがき）の送付…現地調査の対
象地や立ち会いの日時、集合場所のお知らせ
・現地調査当日※…立会通知書（はがき）に記
載された場所に集合（本人が立ち会いできない
場合は代理人）

７月以降 測量を行い、地籍図・地籍簿を作製

平成 30 年
２月中旬～
３月上旬

作製した地籍図・地籍簿の閲覧※
・地元の集会所および市農村整備課で 20 日間
実施

↓
閲覧の結果、異議がなければ県の認証を経て法
務局へ

↓
調査結果に基づき登記簿を訂正
地籍図は公図として法務局に備え付け

「※」の際には、本人および代理人の参加・立ち会い・確認が
必要です。

　地籍調査は、土地登記の単位である「筆」ごとに、
所有者・地番・地目および境界の調査・測量を行い、「地
籍図」や「地籍簿」を作成する事業です。皆さんの財
産である土地の保全に万全を期するため、調査にご協
力をお願いします。
▽平成 29 年度調査実施予定地　清水富田字寺沢
▽土地所有者へのお願い
○あらかじめ隣接する土地の所有者と土地の境界を確
認しておいてください。
○土地の境界が雑草などで確認しにくい場所は、刈り
払いなどをし、境界を明らかにしておいてください。
○立ち会いについては登記名義人に通知しますので、
売買などがあり登記が済んでいない場合は、早めに登
記手続きをしておいてください。
■問い合わせ先　農村整備課（☎40・7103）

▽対象　経済的な理由により修学が困難で、次の①お
よび②に該当する人　
①市内に住所がある家庭の被扶養者で、高校以上の学
校（専門学校を含む）に在学している人
②ほかの奨学金の貸与または給付を受けていない人
▽奨学金の額（月額）　①大学（大学院、短大を含む）・
専門学校＝２万5,000 円／②高校・中等教育学校後期
課程＝１万3,000円
▽貸与期間　在学する学校の正規の修学期間（４月分

にさかのぼって貸与）
▽返還方法　卒業後１年経過してから 10年以内で、
月賦・半年賦・年賦のいずれか（無利息）
▽申し込み方法　申込書に必要書類を添えて、６月９
日までに、教育政策課（岩木庁舎３階）または学務健
康課弘前分室（市役所本庁舎）へ申し込みを。
※募集要項は申込先で配布しているほか市ホームペー
ジに掲載しています。結果は７月下旬に通知します。
■問い合わせ先　教育政策課（☎82・1639）

 対象となる人は
申し込みを 弘前市奨学生の募集

 不明な点は
問い合わせを 市民税課からのお知らせ

【住民税に関する証明書の発行について】
　平成 29年度の住民税「所得・課税証明書」（平成
28年中の所得分）を６月 12日から発行します。申
請の際には、申請者本人（窓口に来た人）であること
を確認できるもの（運転免許証、健康保険証など）を
持参してください。なお、代理人（同居の親族を除く）
が申請する場合は、委任状または同意書も必要です。
▽交付窓口　市民税課（市役所２階）／市民課（市役所
１階、総合窓口）／総合行政窓口（駅前町、ヒロロ３階）
／岩木・相馬総合支所民生課／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
▽受付時間　平日の午前８時半～午後５時
※総合行政窓口＝平日…午前8時半～午後7時、土・
日曜日、祝日…午前8時半～午後５時
▽手数料　１通＝300円
【市民税・県民税納税通知書の送付について】
　平成 29年度市民税・県民税納税通知書を６月 12
日に発送します。問い合わせの際は通知書番号を確認

しますので、納税通知書を用意の上、ご連絡ください。
【セルフメディケーション税制の創設】
　特定健診やがん検診、予防接種等を受けた人が平成
29年１月１日以降にOTC医薬品（薬局などで販売
されている対象の医薬品）を購入し、購入金額の合計
が年額１万 2,000 円を超えた場合、超えた部分を総
所得金額から控除できる制度です（上限８万 8,000
円）。この特例は平成 30年度の申告から受付可能と
なりますが、医療費控除と併せて受けることはできま
せん。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
▽手続きに必要なもの　特定健診やがん検診、予防接
種等を行ったことを明らかにする書類、OTC医薬品
を購入した際の領収書等（OTC医薬品に該当し、そ
の金額が明らかにされているもの）
■問い合わせ先　所得・課税証明書について…市民税
課諸税係（☎ 35・1117）／市民税・県民税、セル
フメディケーション税制について…市民税課市民税第
二・第三係（☎40・7025、40・7026）

　市では、先人から受け継いだ歴史的・文化的資産の
維持・向上に努めるとともに、積極的な活用を図り、
市民が誇りに思えるまち、また、訪れる人にとっても
魅力あふれるまちにするため、平成22年２月に「歴
史まちづくり法」に基づく弘前市歴史的風致維持向上
計画を策定しました。今回、この計画の変更に係る協議
や計画の実施に係る連絡調整をする上で、市民の皆さ
んの意見を反映させるため、広く委員を募集します。
▽応募資格　市内に在住する満20歳以上の市民（市
のその他の審議会などの委員および、国・地方公共団
体の議員および職員〈退職者を含む〉を除く）
▽募集人員　１人
▽募集期間　６月12日まで（必着）
▽委員の任期・会議の開催など　任期は委嘱の日から
２年間。会議は平日の日中に開催予定
▽報酬など　会議１回の出席につき、１万円の報酬お
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応募理由（志望動機・抱負・歴史的・文化的資産を
活用したまちづくりに関する自己ＰＲなど〈400 字
程度〉）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市のホー
ムページに掲載しているほか、都市政策課（市役所１
階）、岩木・相馬総合支所、各出張所で配布しています。
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　選考委員会で選考し、結果を応募者全員
に通知するほか、選任された人を委員名簿に記載し、
公表します。
■問 い 合 わ せ・ 提 出 先　都市政策課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1134、ファク
ス 35・3765、 Ｅ メ ー ル toshiseisaku@city.
hirosaki.lg.jp）

市民の皆さんから
公募します

弘前市歴史的風致維持向上計画推進協議会の
委員を募集

▽とき　６月８日・15 日・22 日・25 日・29 日の
午前 10時～ 11 時、午後２時～３時（22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（家計や経
営の収支・返済計画を見直し、総合的な診断とアドバ
イスを行う専門家）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　６月１日までに、電話または直接、
収納課まで申し込みを。
■問い合わせ・申込先　収納課（☎ 40・7032、
40・7033）

ファイナンシャルプランナーによる無料納税相談一緒に考えること
から始めましょう
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 費用の一部を
助成します 同窓会支援事業費補助金

　本事業は、定住人口の増加と地域経済の活性化を図
るため、ふるさと回帰のきっかけとなる同窓会の開催
に要する費用の一部を補助するものです。
　なお、今年度は出席者の対象年齢や補助金額の上限、
申請の受付期間などを変更しました。
▽補助対象者　同窓会の主催者
▽補助要件　次の全てに該当するもの
①市内で開催されること
②出席者数が20人以上で、うち県外在住者が5人以
上であること
③出席者が今年度中に 20歳から 64歳に達する年齢
であること
④出席者に市が提供するパンフレットなどの配布を行
うほか、アンケートに協力すること
⑤出席者のうち、県外在住者に対して市からの情報提
供などを行うことについて同意を得ること
⑥前年度に、この補助金の交付を受けていない同窓会
であること
▽補助金の額　出席者数× 2,000 円とし、５万円を
上限とします。

※補助対象経費の実支出額の合計額が補助上限額に満
たない場合は、それを限度とします。
▽対象経費　開催案内文書の作成や送付に必要な印刷
製本費および通信運搬費／市内の飲食店などに支払う
同窓会の開催経費
▽申請方法　同窓会開催日の14日前までに、申請書
類をひろさき未来戦略研究センターへ。
※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。
▽受付期間
上半期（同窓会の開催日６月１日～９月 30日）＝５
月18日～９月 15日
下半期（同窓会の開催日が 10月１日～平成 30年３
月 31日）＝９月１日～平成30年３月 19日　
▽注意事項など　同一の同窓会に対する補助金の交付
は、年度内 1回のみです／上半期、下半期ごとに予
算額に達した時点で受け付けを終了します／補助金は
事業完了後に交付します。
■問い合わせ・申請先　ひろさき未来戦略研究セン
ター人口減少対策担当（☎40・7121）

　平成９年４月から「弘前市自転車等の放置防止に関
する条例」に基づき、JR弘前駅中央口周辺の一帯を
自転車や原付バイクの放置禁止区域に指定しています
が、依然として放置されている自転車などが見受けら
れます。
　「放置されている自転車など」とは、公共の場所（道
路や広場など）に置かれている自転車や原付バイクで、
利用者がその場を離れていて、すぐに移動できない状
態のものをいいます。道路や歩道などに放置された自
転車やバイクは、歩行者の妨げとなり、子どもや身体
の不自由な人には大変危険です。また、緊急時の障害
となったり、街の美観を損ねることにもなります。
▽放置禁止区域に放置すると
　市では放置禁止区域に自転車などが放置されている
場合、次のように取り扱います。
①警告札を取り付ける
②警告後も放置されている場合は撤去する
③撤去後は城西大橋下の保管所（南袋町）で一時保管
する
④所有者が判明した場合は、引き取りの通知をする
⑤引き取りのない自転車などは告示後２カ月で処分する
※放置自転車の販売はしていません。
▽撤去自転車などの引き取り

　撤去自転車などが一
時保管されている保管
所に、次のものを持参
してください。
①身分を証明するもの
（免許証、学生証、保
険証など）
②印鑑
③自転車の鍵
④撤去保管料（１台）…自転車＝ 2,050 円／原付バ
イク＝3,080円
【自転車の盗難にご注意を】
　JR弘前駅周辺、大型商店、学校などの駐輪場で自
転車の盗難が増えています。盗難防止のために次のこ
とを心掛けてください。
①鍵は必ず掛ける
※１つだけでなく、二重三重に掛けるようにする。
②外されにくい鍵（ワイヤー錠やU字ロックなど）
を取り付ける
③購入時に必ず防犯登録をする（盗難にあった場合、
自転車を探す手掛かりとなります）
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（市役所
１階、☎35・1102）

JR弘前駅中央口周辺は
自転車や原付バイクの放置禁止区域

ルール・マナー
を守りましょう

7ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.５.１５

　市の魅力度、観光意欲度を高め、旅の訪問先として
選ばれるまちになるため、岩木地区、相馬地区を主要
エリアとして岩木山のブランド力の向上を目指す「岩
木山地域ブランド基本戦略」の策定を進めています。
　このたび、戦略（案）がまとまりましたので、市民
の皆さんから意見や提案を募集（パブリックコメン
ト）します。
▽募集期間　５月15日～ 29日（必着）
▽戦略（案）の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧（土・日曜日を除く）
観光政策課（茂森町、旧上下水道部庁舎２階）、市役
所総合案内所（市役所１階）、岩木総合支所総務課（賀
田１丁目）、相馬総合支所総務課（五所字野沢）、市民
課駅前分室（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
▽対象　①市内に住所を有する人／②市内に事務所ま
たは事業所を有する個人または法人など／③市内の事
務所または事業所に勤務する人／④市内の学校に在学
する人／⑤本市に対して納税義務を有する人または寄
付を行う人／⑥本戦略（案）に利害関係を有する人
▽提出方法　指定の様式または任意の様式に、住所、

氏名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、在
住・在学の別（任意様式の場合は対象①～⑥のいずれ
か）、件名（任意様式のみ、「岩木山地域ブランド基本
戦略（案）への意見」など）を記入の上、次のいずれ
かの方法で提出を。
❶郵送…〒 036・8217、茂森町 40の１、観光政策
課あて
❷観光政策課へ直接持参（土・日曜日を除く）
❸ファクス…38・5867
❹Ｅメール…kankou@city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総合案
内、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、市民
課駅前分室・城東分室、各出張所に設置
※記入漏れがある場合は意見として受け付けませんの
で、ご注意ください。また、電話など口頭では受け付
けません。
▽意見の公表など　寄せられた意見などは、戦略策定
の参考とするほか、後日集約し、住所・氏名を除き、
対応状況を市ホームページで公表します。なお、個別
回答はしませんので、ご了承ください。
■問い合わせ先　観光政策課（☎35・1128）

岩木山地域ブランド基本戦略（案）への
意見募集（パブリックコメント）

意見や提案を
お寄せください

市政情報
Town Information

吉野町緑地周辺整備事業の事業者に
スターツグループを選定しました

　吉野町緑地に隣接する赤煉瓦（れんが）倉庫が、美
術館を核とする芸術文化施設として生まれ変わるた
め、いよいよ動き出します。
　この事業は、築約 100年のかつて酒造工場・倉庫
として使われた建物を、芸術文化施設に改修するとい
う試みです。新設の美術館建築では作り出すことがで
きない独特の雰囲気を持つ空間を活用し、訪れる全て
の人々が驚きと感動に満ちあふれる施設にしていきた
いと考えています。
　このたび選定したスターツグループは当該施設の設
計・施工業務から維持管理・運営業務までを一括して
行い、より質の高いサービスの提供、整備費の縮減お
よび維持管理の効率化を図ることができるものと考え
ています。スターツグループは、各業務において経験
と実績のある事業者で構成されています。中でも、設

計業務には海外の博物館を手掛け、昨年、文化庁芸術
選奨文部科学大臣新人賞を受賞するなど、近年目覚ま
しい活躍を見せている田根剛（たねつよし）さんが携
わることで、アイデアに富んだ施設になることが期待
できます。また、運営業務には、十和田市現代美術館
や全国各地の芸術祭の運営実績があるエヌ・アンド・
エー株式会社が行うことで、集客力のある企画・運営
が期待できます。
　市では、今後、スターツグループと実現性の高い、
より効果的な事業計画になるよう協議を進めていく予
定です。スターツグループの提案概要については次
の URL（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
jouhou/teianngaiyou.pdf）をご覧ください。
■問い合わせ先　吉野町緑地整備推進室（☎ 40・
7123）

7ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.５.１５
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　   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

 

 

 

認知症の人と家族のつどい
▽とき　５月28日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問認知症の人と家族の会青森県支
部（弘前地域世話人・中畑さん、☎
44・4959〈午後６時以降〉）

ヒロロスクエアイベント

【ぷらっとシアター　人形劇団え
りっこ『いきてるよ』 併演『あかず
きん』】
▽とき　６月４日（日）、午前 11
時 15分～（午前11時開場）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽チケット　前売 500 円（3歳以
上）、当日700円
▽チケット販売所　市民文化交流館
窓口（ヒロロ３階）、インフォメー
ション（ヒロロ１階）
■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〉）

樹木医と行く古木 ･ 名木めぐり
　古木・名木を樹木医がガイドしま
す。間近で観察し、自然の力強さを
感じてください。
▽とき　６月 11 日（日）、午前９
時～午後１時（雨天決行）
▽集合場所　緑の相談所（弘前公園
内、下白銀町）
▽ガイドコース　①江戸彼岸・ダケ
モミ・イチイ（最勝院）→②フジ（向
外瀬）→③ハリギリ（高杉）→④ス
ギ（十腰内）→弘前公園解散
※バス移動あり。
▽対象　中学生以上＝ 20人（先着
順）
▽参加料　1,000 円
※事前の申し込みが必要。

▽持ち物　雨具、タオル
■問５月 22日から、市みどりの協会
（☎ 33・8733、午前９時～午後５
時）へ。

高長根レクリエーションの森
【初心者山菜採り体験】
　初心者を対象に、ハイキングをし
ながら山菜採り体験を行います。
▽とき　６月４日（日）、 午前９時
半～正午（雨天中止）
▽ところ　高長根レクリエーション
の森（高杉字神原）
※現地集合。
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　飲み物、長靴、軍手、タ
オル
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

青森県女医会総会
市民公開講演会
【胃がんとピロリ菌について】～胃
がん撲滅にむけて～
▽とき　６月11日（日）　
　　　　午前11時～正午
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）
▽講師　福田眞作さん（弘前大学医
学部附属病院病院長）
▽入場料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問たかはし内科胃腸科小児科（☎
38・2211、■Ｆ 38・2212）

ドッグラン

　犬が自由に走り回れる広場です。
▽とき　10 月 15 日までの午前８
時～午後５時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）ニュースポーツ広場
▽対象　登録をしている犬で、１年
以内に狂犬病予防接種・５種以上の
ワクチンを接種しており、犬や人間
に対して攻撃性がない犬
▽参加料　１日１匹100円
▽その他　当日受け付けで、鑑札、
予防接種注射済票（写し）の提示を。

弥生いこいの広場
「動物広場イベント」
　普段あげることができない動物へ
エサをあげてみよう！
▽とき　5月 21日（日）
　　　　午前10時半～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
▽参加料　無料
※動物広場入場料が必要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

弘前ダンスフェスティバル
2017
▽とき　5 月 21 日（日）、午後 1
時～ 7時（開場午後０時半）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ4階）
▽内容　3対 3のブレイクダンス・
バトル、チームダンス・バトル、有
名ダンサーのダンスパフォーマンス
▽観覧料　無料
■問ひろさき芸術舞踏実行委員会（秋
元さん、☎88・6499）

津軽森・つがるもり 2017
　岩木山のふもとで、陶、ガラス、木、
染織、金属、皮革、漆などの「つく
り手」が全国から集うクラフトフェ
アを開催します。
▽とき　５月 27日の午前 10時～
午後５時、28日の午前９時～午後
４時（雨天決行）
▽ところ　桜林公園（百沢字東岩木
山）
■問つがるもり実行委員会（☎ 88・
1424）

■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

北の文脈文学講座

▽とき　５月20日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽テーマ　「生誕130年葛西善蔵」
▽講師　櫛引洋一さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料
▽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
学生や留学生、市内外の障がい者、
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物
の提示を。
■問郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジ単位認定講
座です。

古文書講座
「女性の『かな』書状をよむ」
▽とき　６月 10 日・24 日、７月
８日、８月 26 日、９月９日・23
日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　田澤正さん（郷土史家）
▽定員　50人
▽参加料　無料
■問６月５日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

登山教室

【登山】
▽とき　６月18日（日）
▽ところ　八幡平（茶臼山～源太森
～八幡平頂上）
▽定員　10人（先着順）
※事前学習会の受講が必要です。
【事前学習会】
▽とき　①＝６月９日（金）、午後
７時～９時、②＝６月 10日（土）、
午後１時半～３時半

※①②いずれか１回を受講。
▽ところ　弘前勤労者山岳会事務所
（蔵主町）
▽参加料　5,500 円（保険料、交
通費を含む）
※学習会のみの参加は300円。
▽申し込み方法　６月 5日（必着）
までに、はがきまたはＥメール（住
所・氏名・性別・生年月日・電話番
号を記入）で、竹内豪さん（〒036・
8115、広野１丁目16の 11）へ。
※弘前勤労者山岳会のホームページ
（http://www.hirosakirousan.
net/）からも申し込
みできます。
■問 弘 前 勤 労 者 山
岳 会（ 竹 内 さ
ん、 ☎ 携 帯 090・
7 0 7 4 ・ 3 9 7 9 、
■Ｅ knd rm915@
yahoo.co.jp）

ファシリテーション＆ワーク
ショップ運営の基礎を学ぼう！
　市民参加のまちづくりや地域活動
を進めていくために必要な考え方や
技術をワークショップ（グループ演
習）を通じて身に付ける講座です。
ワークショップの進め方なども実践
的に学べます。
▽とき　６月 24日の午後１時～５
時、７月１日・８日の午前 10時～
午後５時
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）305講義室
▽講師　土井良浩さん（弘前大学大
学院地域社会研究科准教授）
▽対象　全３回参加できる人で、弘
前の地域コミュニティを元気にした
い人や、ファシリテーター（話し合
いを円滑に進める役割の人）として
弘前の地域に関わっていきたい人、
学生と地域と協働で地域を元気にし
たいと考える人
▽定員　一般＝ 20 人／学生＝ 10
人（先着順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　５月 16 日から、
電話かファクスまたはＥメール（氏
名・電話番号・年齢・一般または学
生の別を記入）で、申し込みを。

■問 市 民 協 働 政 策 課（ ☎ 35・
1664、 ■Ｆ 35・7956、 ■Ｅ
shiminkyoudou@city.hirosaki.
lg.jp）

文化グループ講習会
やきもの体験講座
　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「やき
もの愛好会」の会員が講師となり、
一般向けの講習会を行います。
▽とき　６月１日・８日・22 日・
29日の午後６時半～９時
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　自由作品制作（成形２回、
釉薬〈ゆうやく〉がけ１回、鑑賞会
１回）
▽定員　20人（先着順）
▽受講料　2,000 円（材料費とし
て）
▽持ち物　エプロン、使い古しのタ
オル
■問５月 31 日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所・氏名・
電話番号を記入）で、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ  chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

 イベント

6
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　昼の金星と太陽を見
よう
▽とき　６月３日（土）、午後１
時～４時
★観察会　木星と土星を見よう
▽とき　６月 17 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）

 教室・講座
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【心の病を理解しよう！～うつ、統
合失調症について～】
▽とき　６月10日（土）
　　　　午後２時～４時
▽講師　高橋芳雄さん（弘前大学大
学院医学研究科特任講師）　
～共通事項～
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園2丁目）
▽受講料　１講座1,000円
▽申し込み方法　ファクスで事務局
へ。
▽その他　相談員になるためには原
則５回以上の受講が必要です。
■問あおもりいのちの電話事務局
（平日の午後１時～５時、☎ 38・
4343、■Ｆ 38・5355）

手話奉仕員養成講座（入門編）

▽とき　６月 22 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21回）
▽ところ　弘前市身体障害者福祉セ
ンター（八幡町１丁目）
▽対象　手話で挨拶、自己紹介がで
きるようになりたい高校生以上の人
＝20 人程度（先着順）
▽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・
電話・ファクス番号を記入し、６月

市民ボランティアによる
パソコン講座
【ワード 2010 入門講座】
▽と き　６月 13 日・20 日・27
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　ワープロソフト（ワード
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※ワード 2010 以外のバージョン
の使用者は操作方法が異なるのでご
注意を。
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、
昼食
■問５月 21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。

弘前市防災マイスター育成講座

　防災に関する高い意識と知識を持
ち、地域防災の推進者となる「防災
マイスター」の育成のため講座を開
催します。
▽とき　６月中旬～８月上旬の６日

６日（必着）までに、弘前市身体障
害者福祉センターへ。
※受講の可否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
（〒 036・8057、八幡町１丁目９
の 17 、 ☎ 36・4521、 ■Ｆ 32・
1144、月曜日は休み）

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　①「“つまみ細工 丸
つまみ”をしてみまんせんか」=
６月 24日、７月１日の午前９時～
正午／②親子で満喫！東短講座ママ
コース「子育て世代へ“伝えたい 
おいしい津軽のおかず”」、おこさま
コース「東短のおねえさんとたのし
く昭和のあそび」＝７月 30日の午
前９時半～午後１時
▽ところ　東北女子短期大学（上瓦
ケ町）
▽対象　①高校生以上＝ 15人／②
小学生以下の子とその保護者（保護
者のみ・高校生も可）＝30組
▽受講料　①＝無料／②＝ 500 円
（食材料費として）
▽申し込み方法　５月 17 日（水）
から、ホームページ、はがき、Ｅメー
ル、電話またはファクス（住所・氏名・
電話番号・希望講座名を記入）で申
し込みを。
※受講者には、はがきで受講票を送
付しますので、当日持参を。
■問東北女子短期大学公開講座係
（〒 036・8503、上瓦ケ町 25、
☎ 32・6151、■Ｆ 32・6153、■Ｅ
tibunken@toutan.ac.jp、 ■Ｈ
http://www.toutan.ac.jp）

ベテランズセミナー

【音楽で健康に！～歌でリラックス
コンサート～】 
　音楽を聴いたり、歌ったり、体を
動かしたり、心地良く楽しい時間を
過ごしましょう。
▽とき　６月15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　アヤノ♪さん（ヒーリング
シンガー）
▽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
▽申し込み方法　６月 12 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール
（住所・氏名・電話番号を記入）で、
申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

最低工賃の改正 

　青森県電気機械器具製造業最低工
賃が、５月１日より改正されました。
　改正の内容は、３品目３工程５規
格の最低工賃額を、100単位（本・
端子・回・個）ごとに、それぞれ、
68銭～ 31円 03銭引き上げる（引
上率７．66％～７．68％）ものです。
詳しくは、青森労働局ホームページ
（http://aomori-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/）をご覧ください。
■問青森労働局労働基準部賃金室（☎
青森017・734・4114）

弘南鉄道大鰐線の魅力調査・
発信に協力できる人を募集
　大鰐線沿線の魅力を調査し、内容
を取りまとめ、沿線マップとして作
成し、魅力PRに活用します。
▽対象　大鰐線に興味のある個人・
グループ、　大鰐線沿線の魅力ある
写真を撮影する人または提供できる
人
▽募集人員　20人程度
▽応募方法　6月７日までに、はが
き、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、応
募動機を記入）で、都市政策課交通
政策推進室（〒 036・8551、上
白銀町 1 の 1、■Ｆ 35・3765、■Ｅ
toshiseisaku@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
■問都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

水道週間の催し
　６月１日～７日を弘前市水道週間
とし、イベントなどを開催します。
【「弘前市水道週間」イベント】

　イベントに参加すると、上下水道
部オリジナルグッズがもらえます。
▽とき　６月３日（土）、午前 10
時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　ペットボトル水「ひろさき
の水」と市販ミネラルウォーターの
飲み比べ、水道クイズ、DVD「水
道水のできるまで」上映など
【家庭巡回サービス】
　6月 1 日～７日の平日に、ひと
り暮らしの高齢者や体の不自由な人
の家庭を対象に、給水装置の無料点
検を行います。
▽申込先　上下水道部お客さまセン
ター（☎55・6868)
【アンケート調査】
　６月１日～７日の平日に、上下水
道部（岩木庁舎・本庁舎）の受付窓
口でアンケートに回答すると、ペッ
トボトル水「ひろさきの水」や水道
修繕セットがもらえます。
■問 上下水道部総務課（☎ 55・
9660）

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ
【キャンペーン】
　初めて献血に協力した人へ「はじ
めての献血ありがとう」カードを配
布しています。次回、そのカードを
持参して献血した人に「オリジナル
マグカップ」をプレゼントします。
▽記念品引換期間　平成 30年９月
30日まで
【献血バス】
　平成 29年度は、献血バス 71台
が市内を巡回しますので、ご協力を
お願いします。
【複数回献学生ボランティア募集】
　青森県学生献血推進連絡会では定
期的に会議を開いたり、献血の呼び
かけなどの活動を行っています。市
内の大学生の皆さんの参加をお待ち
しています。
【セミナー】
　「赤十字って何をしてるの？」「献
血って具体的にどうするの？」など、
皆さんの疑問に何でも答えます。学
校や事業所、団体の集まりや地域のイ
ベントなど、どこへでも伺います。
■問青森県赤十字血液センター（島田
さん、☎青森017・741・1512）

 その他
  

間
▽ところ　消防本部（本町）３階大
会議室（予定）
▽対象　市内に在住、通勤、通学す
る高校生以上の人＝50人（先着順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、5月 31 日までに郵送、
ファクスまたは Eメールで、防災
安全課へ申し込みを。
※申込書は防災安全課（市役所新
庁舎 3階）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。また、講義内容・時間など
の詳細については、ホームページで
確認を。
■問防災安全課（〒036・8551、上
白銀町 1 の 1、☎ 40・7100、■Ｆ
39・7140、 ■Ｅ bousai-anzen@
city.hirosaki.lg.jp）

あおもりいのちの電話
養成講座
～傾聴から始まるカウンセリング基
礎講座～
【自分自身を見つめて他者とのス
ムーズな交流をするには～交流分析
を用いて～】
▽とき　６月３日（土）
　　　　午後２時～４時
▽講師　あおもりいのちの電話理事
長

 

　毎年好評のブリッツフィルの弘前公演を今年も開催
します。プロによる本物の迫力ある演奏をお楽しみく
ださい。
▽とき　５月 27 日（土）、開場＝午後３時 15 分、
開演＝午後４時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽曲目　吹奏楽コンクール課題曲より、五月の風、レ

イン、序奏とロンドカプリチョーソ、ロッキーのテー
マ、スタートレックのテーマ、祝典序曲
※曲目は予告なしに変更する場合があります。
▽出演　指揮＝松元宏康／独奏＝柴山貴生（ブリッツ
フィル トランペット奏者）／演奏＝ブリッツフィル
ハーモニックウインズ
▽入場料（前売り券〈全席自由〉）　一般＝ 3,000 円
／中学・高校生＝2,000円／小学生＝1,500円
※当日券はそれぞれ500円増し。
▽チケット販売所　さくらミュージック（さくら野弘
前店内またはブリッツフィルハーモニックウインズ事
務局）
▽その他　高校生以下は入場時にチケットと一緒に学
生証（小学生は年齢がわかるもの）の提示を／未就学
時の入場は不可／前売り券の販売状況により、当日券
の販売を行わない場合もあります。
■問ブリッツフィルハーモニックウインズ事務局（☎横
浜045・222・0214、■E　　　info@blitz-winds.org）

ブリッツフィル 弘前公演
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▽対象工事　建築物の解体工事（床
面積80㎡以上）、建築物の新築・
増築工事（床面積500㎡以上）、建
築物の修繕・模様替えなどの工事（請
負代金１億円以上）、その他の工作
物に関する工事（土木工事、請負代
金500万円以上）
▽その他　分別解体等および再資源
化等の対象となる特定建設資材＝コ
ンクリート、コンクリートおよび鉄
からなる建設資材、木材、アスファ
ルト・コンクリート
■問建築指導課（☎ 40・7053）

平成 29 年度労働保険の年度
更新手続きについて
　平成 28 年度確定保険料と平成
29年度概算保険料の申告・納付手
続きを行う時期となりました。
　平成 29年度の申告・納付期間は
６月１日から７月 10日までですの
で、早めに最寄りの金融機関や郵便
局で手続きを。
■問青森労働局総務部労働保険徴収室
（☎青森017・734・4145）

歌と手話でのびのび歌おう！
英語でミュージカル♪会員募集
　ウィークエンド子どもクラブ「弘
前ねむの会ファミリーコーラスノー
ザンウイング」の会員を募集します。
▽活動日　毎月第１・３土曜日の午
後１時半～４時
※詳細は後日お知らせします。
▽ところ　桔梗野小学校音楽室
▽対象　市内の小・中学校に在籍す
るか、市内に住所を有する小・中学
生＝10人
▽参加料　1日 500円
▽申し込み方法　はがきかＥメール
（住所・氏名〈ふりがな〉・性別・電

話番号・保護者名・学校名・学年を
記入）で、６月10日（必着）までに、
中央公民館「ウィークエンド子ども
クラブ」係（〒036・8356、下白
銀町19の４、弘前文化センター内、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
※応募多数の場合は、抽選で決定。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

新規高等学校卒業予定者対象
求人の早期申込みを！
　平成 30年３月に高等学校を卒業
する生徒を対象とした、企業の求人
申込みの受付を６月１日から開始し
ます。
　新規高等学校卒業予定者の地元就
職促進と、優秀な人材確保のため、
早期の求人申込みをお願いします。
■問弘前公共職業安定所　求人企画部
門（☎38・8609〈内線 31＃〉）

桜松会カラオケクラブ会員募集

　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
カラオケクラブ」の会員を募集して
います。歌の好きな方、大歓迎です！
まずは見学においでください。
▽とき　月曜日（毎月３回活動）午
前10時～正午　
※開始時間が早くなる場合がありま
す。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階　第３練習室
▽内容　女性歌手と男性歌手の唄を
各１曲ずつ課題曲にして２か月間練
習し、活動日に各々が歌う。
▽対象　60歳以上の市民＝若干名
（先着順）
▽会費　カラオケクラブ月会費　

500円、桜松会年会費1,500円
■問中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

首都圏からの移住をサポート
首都圏同窓会出席者募集！
　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参加し、
弘前への移住などの取り組みについ
て紹介しています。
　６月は、次の高校の同窓会に伺い
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。
【弘前中央高校】
▽とき　６月11日（日）
　　　　午前11時～午後２時
▽ところ　学士会館（東京都千代田
区神田錦町）
▽申込期限　５月31日
■問弘前中央高等学校同窓会（田澤さ
ん、☎携帯090・6488・5128）
【弘前実業高校】
▽とき　６月17日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　アルカディア市ヶ谷（東
京都千代田区九段北）私学会館
▽申込期限　５月31日
■問弘前実業高等学校同窓会事務局
（横山さん、☎携帯 090・1537・
7055）
【東奥義塾高校】
▽とき　６月24日（土）
　　　　午後２時～４時半
▽ところ　アルカディア市ヶ谷（東
京都千代田区九段北）私学会館
▽申込期限　６月10日
■問東奥義塾高等学校同窓会事務局
（柳田さん、☎東京 03・5943・
2545）

○補助限度額　海外への出展＝ 70
万円／国内への出展＝30万円
②輸出を目的とした個別商談
○補助率　３分の１
○補助限度額　海外での商談＝ 30
万円／国内での商談＝15万円
▽対象経費　旅費、出展料、小間装
飾費、備品借上料、印刷製本費、運
送料、保険料、通訳料
※制度の概要および交付申請書は市
ホームページからダウンロードでき
ます。
■問商工政策課物産振興担当（☎ 
35・1135）

自衛官募集

～男子自衛官候補生～
▽受験資格　18 歳以上 27 歳未満
の人
▽受付期間　５月16日～６月９日
▽試験日　６月17日（土）
※詳しくは問い合わせを。
■問自衛隊弘前地域事務所（ 城東
中央３丁目、☎ 27・3871、■Ｅ
aomori.pco.hirosaki@rct.gsdf.
mod.go.jp）

甲種防火管理再講習

　甲種防火管理再講習該当する施設
は受講を。
▽とき　６月15日（木）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　黒石消防署（黒石市追子
野木１丁目）２階大会議室
▽定員　60人（先着順）
▽受講料　無料
※講習で使用するテキストは事前に
書店などで購入し、当日持参を。
▽申し込み　５月 22日～６月２日
に、消防本部予防課（本町）か最寄
りの消防署・分署へ。
■問消防本部予防課（☎ 32・5104、
■Ｈ http://www.hirosakifd.jp/）   

無料健康相談
　弘前大学名誉教授の今充さん（医
学博士）のボランティアによる無料
健康相談を開催します。体のことな
どで気になる人はご相談ください。
また、ヒロロ（駅前町）３階健康広
場のセルフチェックコーナーでの計
測結果について、専門的なアドバイ

スを希望する人も気軽にご相談を。
▽とき　６月３日・17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）

「弘前市の農地・農業用施設
災害復旧事業の概要」を作成
　大雨などによる水田やりんご園、
農道や農業用水路などの災害を復旧
するための災害復旧事業の概要をま
とめた「弘前市の農地・農業用施設
災害復旧事業の概要」を作成しまし
た。
　農地や農業用施設の災害復旧がど
のようにして行われるのか、どのよ
うな手続きが必要なのか、市ホーム
ページまたはパンフレットでご確認
ください。
▽市ホームページ　トップページ→
「くらし」→「救急・消防・防災」
→「農地・農業用施設災害復旧事業
の概要について」
▽パンフレット配布場所　農村整備
課（９月末まで茂森町、旧上下水道
部庁舎１階、10月から市役所本館
３階〈予定〉）、岩木総合支所総務課
（賀田１丁目）、相馬総合支所総務課
（五所字野沢）、各出張所
▽掲載内容　農地・農業用施設災害
復旧事業、災害復旧の申請、現地調
査、経費の負担、災害復旧工事など
について
■問農村整備課（☎40・7103）

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、５月をパトロール強化月間とし、
全国一斉パトロールを実施します。
　当市でも、関係機関と合同でパト
ロールを実施します。係員が解体工
事現場などに立ち入る時は、ご協力
をお願いします。また、対象工事は
建設リサイクル法による届出が必要
です。工事着手日の７日前までに建
築指導課へ届出書の提出を。
▽実施期間　５月下旬

「農作業従事者」を募集します

　ＪＡつがる弘前およびＪＡ相馬村
の無料職業紹介所ではりんごの生産
に従事したい人を募集しています。
▽作業期間　５月～ 11月の収穫終
了まで
▽作業時間　原則、午前８時～午後
５時（休憩を含む。時間外勤務なし）
▽作業内容　りんご生産の農作業
▽対象　園地まで自動車通勤が可能
で、はしごでの作業ができる人
▽賃金　園主との話し合いで決定
▽採用方法　面接による選考
■問ＪＡつがる弘前農作業従事者無料
職業紹介所　（☎ 82・1052）、Ｊ
Ａ相馬村農作業従事者無料職業紹介
所（☎84・3215）

弘前大学医学部附属病院
ボランティア募集
　弘前大学医学附属病院では、病院
ボランティアを随時募集しています。
▽内容　①外来受付等の補助、②患
者図書室の管理ほか
▽活動時間　①＝午前８時半～ 11
半、②＝午前10時～午後 2時まで
の間で、活動する曜日は選択可能
■問電話かはがきで弘前大学医学部附
属病院（本町）医事課医事グループ
医療福祉・患者支援担当（☎ 39・
5223、〈午前８時半～午後５時〉）
へ。

ひろさきブランド販路開拓
支援補助金
　中小企業者などが持つ独自の技
術・製品および工芸品の販路拡大、
新規需要開拓を促進するため、市内
の中小企業者などが国内外の見本市
などへ出展する事業および海外への
輸出を目的とした個別商談を支援し
ます。
▽募集期間　随時（予算がなくなり
次第終了）
▽対象　次のいずれかに該当するもの
①見本市などへの出展
○補助率　新規２分の１、継続３分
の１（過去に当該補助金および平成
28年度弘前市海外販路開拓支援補
助金の交付を受けたことがある場合
は３分の１）

有 料 広 告 有 料 広 告
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 暮らしのinformation

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

少年少女陸上教
室

５月 20日、６月３日・24日、
７月８日・15日、８月 19日、
９月２日、10月７日の午後１
時半～３時半（雨天中止）

運動公園（豊田２丁
目）陸上競技場 小学生 無料

運動靴の持参を。
５回以上参加した
人に修了証を授与。

弘前陸上競技協会（三上さん、☎
携帯 050・5240・8135）

プレミアムフラ
イデーナイトヨ
ーガ教室

５月 26日、６月 30日、７月
28日、８月 25日、９月 29日、
10月 27日、11月 24日、１
月 26日、２月 23日、３月
30日の午後７時～８時

岩木山総合公園（百
沢字裾野）ちびっこ
アリーナ

 １回 500円
弘前駅前から無料
シャトルバスの利
用可。詳細は問い
合わせを。

当日までに、岩木山総合公園（☎
83・2311）へ。

岩木川市民ゴル
フ場ゴルフコン
ペ

５月 28日（日）、午前８時半
～

岩木川市民ゴルフ場
（清野袋２丁目）

36人（９組） 3,500 円（昼食
付き）  

岩木川市民ゴルフ場（☎兼■Ｆ36・
7855）

市民ゴルフ場ジ
ュニアゴルフ大
会

６月 11日（日）、午後１時～
６時

ゴルフの経験の
ある小学校３年
生～６年生＝
10人

2,500 円　  

ノルディックウ
オーキング教室

６月７日～ 21日の毎週水曜
日、７月４日～ 18日の毎週火
曜日、午前 10時～ 11時半

市民＝15人（先
着順） １回 200円

帽子、リュック、
薄手のタオルの持
参を／ポールは無
料で貸し出します。

夏のアクアでシ
ェイプアップ！
（水中エクササ
イズ）

６月２日～７月７日の毎週金曜
日、午後７時～７時 45分

温水プール石川（小
金崎字村元）

市民＝ 20人
１回 500円
／６回 2,500 円
（傷害保険料を含
む）

 温水プール石川（☎ 49・7081）

プールで体力づ
くり教室

６月 14日～７月 19日の毎週
水曜日、午後１時～２時（７月
12日は休み）

市民＝20人 無料  
５月 31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）（※２）

Ｂ＆Ｇ会長杯グ
ラウンドゴルフ
大会

６月４日（日）の午前９時～
弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（八幡町１丁目）
多目的広場

市民 500円  
５月 28日（必着）までに、弘前
Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎ 33・
4545、火曜日は休み）へ。

ファミリーエン
ジョイテニス

６月 25日（日）、午後１時～
３時

弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（八幡町１丁目）

年少～小学校３
年生（年少は保
護者同伴）

500円 室内用シューズの
持参を。

６月18日までに、ファクス（住所・
氏名〈ふりがな〉・年齢・学年・保
護者氏名・電話番号を記入）で、日
本女子テニス連盟青森県支部（鍛〈き
たえ〉さん、☎兼■Ｆ 26・2555）へ。

フォークダンス
教室

６月５日～７月３日の毎週月曜
日、午後７時～８時半

大成小学校（御幸町）
体育館

市民 無料 室内用シューズの
持参を。

弘前市フォークダンス協会事務局
（佐々木さん、☎ 33・6537）体験・フォーク

ダンスの夕べ
７月 22日（土）、午後６時半
～９時

弘前文化センター（下
白銀町）２階大会議
室

少年少女テニス
教室

６月６日・９日・13日・16日・
20日・23日の午後７時～８
時半 千年庭球場（小栗山

字川合）

初心者の小学生
＝ 20人 1,000 円

 
５月 30日までに、弘前テニスク
ラブ（原田さん、☎携帯 090・
1399・7414）へ。市民ナイターテ

ニス教室
６月６日・９日・13日・16
日の午後７時～８時半

初級・中級・上
級＝各クラス
20人

2,000 円
（傷害保険料を含
む）

夜のヨガ教室 ６月 10日・17日・24日の毎
週土曜日、午後６時半～７時半

岩木Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（兼平字猿沢）

中学生以上＝
10人（先着順）１回 300円

６月 17日は岩木
Ｂ＆Ｇ海洋センタ
ー広場から花火が
見えます。

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎82・
5700）

フルマラソン・
チャレンジ教室

６月～９月の毎週水曜日、午後
６時～８時（毎月２回、土・日
曜日〈午前９時～正午〉の練習
も有り）

運動公園（豊田２丁
目）ほか

18歳以上＝15
人（先着順） 月 3,000 円

６月３日の午前 11
時から、事前説明
会・体験練習会あ
り。

スポネット弘前（☎32・6523）

ちびっこラグビ
ー教室

平成 30年２月 18日までの毎
週日曜日、午前９時半～正午

城東公園（末広４丁
目）多目的広場ほか

幼児～中学校３
年生 月 1,000 円  弘前ラグビースクール事務局（菊

池さん、☎ 37・2666）
※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。
※2…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。
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

 

 
 

 青森県交通事故相談所から
のお知らせ
  交通事故で困っている人へ、専門
の相談員が無料で相談を受けます。
▽ところ　青森県庁（青森市長島）
北棟７階
▽相談時間　平日の午前８時半～午
後５時15分
▽電話番号　017・734・9235
※個人の秘密は厳守します。まずは
お電話を。
■問青森県県民生活文化課（☎青森
017・734・9232）

「にっぽん縦断　こころ旅“2017
春の旅”」を弘前に呼ぼう！
　ＮＨＫ－ＢＳプレミアムで放送さ
れている『にっぽん縦断　こころ旅
“2017春の旅”』が青森県を訪れま
す。
　この番組は、俳優の火野正平さん
が自転車で日本を縦断して旅し、視
聴者から寄せられた「こころの風景」
を紹介していくものです。番組では、
「風景とエピソード」を募集してお
り、採用されると、当市でロケが行
われます。番組を弘前へ呼び、火野
正平さんと思い出の「こころの風景」
を訪ねてみませんか。

▽応募方法　住所・氏名・年齢・性別・
電話番号・思い出の場所・場所にま
つわるエピソードを記入の上、郵送
またはファクスで応募を。
※ 番 組 ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.nhk.or.jp/kokorotabi/）
からも応募できます。
▽応募先　〒 150・8001、ＮＨ
Ｋ「こころ旅」係（住所不要）、■Ｆ
03・3465・1327
▽応募締切　６月５日（必着）
▽放送日　朝版（平日）＝午前７時
45分～７時 59分／とうちゃこ版
（火～金曜日）＝午後７時～ 7時
29分
■問広聴広報課（☎40・0494）

ベトナムでの食品の県産品
フェア・商談会出展者を募集
　八戸市、青森市、むつ市、おい
らせ町、東北町との連携事業とし
て、地域企業の海外販路拡大を支
援するため、ベトナムで食品の県
産品フェア「Japan Aomori Food 
Fair2018」と商談会を開催します。
フェア等の会場で商品販売、海外企
業との取引・商談などを希望する企
業を募集しますので、ぜひご応募く
ださい。
　なお、この事業に関する予算につ
いては、６月に行われる第２回定例

会で審議されます。予算案の可決を
もって事業を実施します。
▽とき　平成 30年１月中旬（３日
間）
▽ところ　ホーチミン髙島屋（ベト
ナム・ホーチミン市）
※事業内容、応募資格、出展経費の
助成など、詳しくは問い合わせを。
■問６月９日までに、商工政策課物産
振興担当（☎ 35・1135）へ。

お仕事説明会
　市内企業の人事担当者が仕事内容
などを生の声で説明します。求職中
の人であれば、誰でも参加でき、面
接も可能です。今月のテーマは、「正
社員を募集している企業」です。
▽とき　５月 22 日（月）、午後１
時半～４時半（受け付けは午後１時
～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽定員　20人程度
▽参加企業数　３～５社
▽その他　ハローワークに未登録の
人も参加可／雇用保険受給資格者証
を持っている人は持参を／参加企業
は青森労働局または市ホームページ
をご覧ください。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（弘前就労支援センター
内〈駅前町〉、☎55・5608）

有 料 広 告 有 料 広 告

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,190人　（－1,250）
　 男　　  79,767人　 （－    675）
　 女　　  94,423人　 （－    575）
・世帯数　 71,154世帯  （－   296）
平成 29年４月１日現在（推計）

 

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。

内　科
6／４ 伊東内科・小児科クリニッ

ク（元長町）
☎32・0630

11 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
18 五日市内科医院（植田町） ☎35・4666
25 弘前温泉養生医院（真土） ☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
6／11 ＥＳＴクリニック（福村）☎29・5500
18 福島耳鼻咽喉科（百石町）☎32・5032

歯　科
6／４ なかむら歯科医院（末広

４）
☎26・0388

11 川崎歯科（紙漉町） ☎33・7475
18 佐藤歯科医院（大浦町） ☎36・0412
25 中川歯科医院（松森町） ☎32・2188

◎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）へ問い合わせを。

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　４月から民間による運営となった弘前図書館。便利になった
図書館やさまざまなサービスなどを紹介します。
○放送日　５月27日（土）、午前10時 15分～ 10時半
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

「魅力度アップ !? 弘前図書館！」



平成 28 年度１％システム
採択事業の成果発表会・
パネル展を開催

弘前市市民活動保険制度

　市では「弘前市協働によるまちづくり基本条例」に
基づいて、市民の皆さんが安心して地域活動やボラン
ティア活動ができるように、事前の申し込みが不要の
保険制度を実施しています。
▽対象　市内に活動の本拠地を置く市民活動団体が計
画する活動に参加するボランティア、スタッフ

▽補償内容　○傷害保険…活動者自身が活動中に事故
でけがをしたとき（事故発生から180日以内の死亡、
後遺障害、入院、通院に限る）=2,000 円～ 500万
円／○賠償保険…活動者または活動団体が過失によ
り、他人にけがをさせたり、他人のものを壊して、そ
の人から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負
う場合=１事故最大２億円
▽その他　保険金の請求には、日ごろの具体的な活動
内容や事故の状況などの書面の提出が必要です。
■問い合わせ先　市民協働政策課（☎40・7108）

「hirosaki smart project」参加者を募集します！
　市と損害保険ジャパン日本興亜が事務局となり、女
性の活躍を目的とした異業種交流会を開催します。女
性活躍を目指している企業・団体に所属する女性間で
ネットワークを構築して情報交換や価値観を共有する
機会をつくり、女性の一層の活躍を目指します。女性
社員の活躍を目指している企業・団体はぜひ申し込み
ください。
▽とき（予定）　６月21日、９月 20日、11月 22日、
平成 30年２月 21日の午後５時半～７時半

▽ところ　市内の公共施設
▽内容　研修会、ワークショップなど
※開催年度ごとに幹事会社を募り、運営を担ってもら
います。
▽対象　市内の企業・団体（地元金融機関、地元企業、
農業関係団体、学校法人等）の女性職員
※１社あたり２～５人程度を想定。
■問い合わせ・申込先　市民参画センター（元寺町、
☎31・2500）

■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。
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「つなげよう！市民のチカラ！」放送中です

 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。

　　　　　

　弘前市の中心から、南西部に位置し、近隣に大学があるため、アパー
トの数が多いのが特徴の住宅地域が西ケ丘町です。
　西ケ丘町町会では、「住みよい町会」・「きれいな町会」・「仲むつまじ
い町会」をモットーにして、「いたわり合い」・「励まし合い」・「助け合い」
の精神、「三合（さんあい）精神」を持って生活することを推進しています。

●「自治組織」／西ケ丘町町会

市民活動を
FM ラジオで
発信 !!

 西ケ丘町町会の大村さん

女性活躍推進異業種交流会

▽とき　５月27日（土）、午前10時 15分～
※パネル展は 27日の午前 10時 15分から６月２日
の午後４時まで。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イベントスペース
※事前の申し込みは不要。
■問い合わせ先　市民協働政策課市民協働係（市役
所２階、☎40・7108）

市民参加型まちづくり１％システム１次募集で交付決定した事業の詳細は市ホームページに掲載しています。
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