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市政情報
◆平成28年度予算の執行状況
◆弘前型スマートシティ構想を
改訂しました
◆ ク ー ル ビ ズ（COOL　BIZ）
を今年も実施します
◆弘前城石垣修理　ほか
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［広報ひろさき］
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【今号の表紙】
温かな日差しに包まれ
　ソメイヨシノに続き、遅咲きの桜が次々と
咲き始めた４月下旬の弘前公園。園内のボタ
ン園ではヤエベニシダレやヨコハマヒザクラ
が見ごろをむかえていました。園内には家族
連れも多く訪れ、桜が咲き乱れる中、母親が
わが子を優しく抱きしめると、幸せそうに満
面の笑みを浮かべていました。

弘前デザインウィーク

公式 WEB サイト　 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/
公式 Facebook　http://www.facebook.com/HirosakiDesignWeek/
■問い合わせ先　広聴広報課 ( 〒 036・8551、上白銀町１の１、☎ 40・
0494、ファクス 35・0080、Ｅメール kochokoho@city.hirosaki.lg.jp）

「いいね
！

お願い
　します

！

踊れ、遊べ、弘前で。

「SHIROFES( 城フェス ).2017」開催
～今年は Red Bull BC One Camp と夢のコラボ～

入場
無料

弘前デザインウィーク「S
さ く ら
AKURA」開催レポート ご参加ありがとうございました

えんとつ町のプペル
光る絵本展

えんとつ町のプペル
こどもワークショップ

さくら音楽祭～弘前ピーヒャラ～

ダンスバトル“サムライ”
弘前城の下で世界王者が誕生
　昨年から始まったダンスバトル“サムライ”は、地元
クリエイターの手によって立ち上げたもの。今年は世界
大会も開催し、世界からの招待選手と弘前大学で開催さ
れるアジア大会の勝者で世界王者を決定します。

　アーティスト西野亮廣さん
の大ヒット絵本「えんとつ町の
プペル」の光る絵が、弘前の桜
とコラボ。約 17 万 3,000 人
もの観客が訪れました。

　西野亮廣さんを講師に迎え、
市内の小学生50人を対象にワ
ークショップを開催。児童らは
絵本を読んで感じたことを、夢
中になって絵に描きました。

　観桜会 100周年を祝い、参加型音楽イベントを開催。楽器
作りワークショップや大合奏、パレードで盛り上がりました。

４月 29 日～５月７日

・ヒップホップダンスバトル
・アート作品展示
・トークセッション
・ダンスワークショップ　ほか

７月２日（日）
10：3０～20：30
弘前城本丸敷地内

ポップダンスバトル“サムライ”世
界大会／オールスタイルダンスバト
ル／ダンスパフォーマンス／地元ア
ーティスト音楽ライブ／プロジェク
ションマッピング　ほか

７月１日（土）
10：００～21：30
弘前大学創立50周年記念会館（文京町）

・ポップダンスバトル“サムライ”
アジア大会
・アート作品展示
・ダンスワークショップ
・ブレイクダンスバトル　ほか

６月30日（金）
16：００～21：30
弘前大学創立50周年記念会館（文京町）

５月１日 ５月３日・４日

子どもから大人まで楽しめる！
弘前大学と弘前城本丸がテーマパークに！
　世界 6 カ所で開催されている、ダンスや音楽・芸術
などの複合的イベント「Red Bull BC One Camp（レ
ッドブル ビーシー ワン キャンプ）」のほか、音楽ライ
ブ、プロジェクションマッピングなどを行い、県内外か
ら 500 人以上のクリエイターが参加します。

参加者の声

高岡城（弘前城）の魂城　タッカー

　　工藤かおりさん（ HEARTY'S music 代表）
多くの方が楽器作りに参加し、桜を描いたマラカ
スを完成させ、歌ったり踊ったり楽しんでくれて、
嬉しく思います。

 

日本近代洋画の誕生
－山岡コレクションを中心に－
～明治、写実 ( リアル ) に出会う～

市立博物館 特別企画展１

　江戸時代の司馬江漢らの「洋画の
萌芽」や、高橋由一らの「洋画の曙」、
黒田清輝らの「洋画の精華」など、
日本近代洋画誕生の大きな流れを追
いながら、魅力的な作品が楽しめま
す。
▽開催期間　６月 17 日～７月 17
日
▽観覧時間　午前９時半～午後４時
半
▽観覧料　一般＝ 800（600）円
／高校・大学生＝ 400（300）円
／小・中学生＝ 200（100）円
※（ ）内は 20 人以上の団体料金。
また、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。住所や年
齢などを確認できるものの提示を。

【開会式】
▽とき　６月 17 日（土）、午前９
時半～
※開会式終了後に内覧会を開催。

【記念講演会】
◎明治期日本洋画に求められたもの
▽とき　６月 25 日（日）、午後２
時～

【ミニコンサート】
▽とき　７月１日（土）
　　　　午後６時半～

【ギャラリートーク】
▽とき　期間中の毎週日曜日、午後
２時～

【親子鑑賞会作品解説】
▽とき　6 月 17 日を除く会期中の
毎週土曜日、午前 11 時～
▽内容　当館学芸員による作品解説
※事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
※ミニコンサートは前庭で行います

（雨天時は館内ロビーで開催）。
▽聴講料　無料（観覧料は必要）
※特別企画展開催中は常設展「ひろ
さきの歴史と文化 ～原始から近現
代へ～」の展示はありません。
■問い合わせ先　市立博物館（☎
35・0700）

黒田清輝「黒田清兼像」
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弘前さくらまつり
100年目
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　1918 年（大正７年）に始まったさくらまつり（当時は観桜会）は今年で
100 年目を迎えました。今年は中濠を運行する観光舟や、いつもと違った
眺めから桜を楽しむことのできる人力車、特製お花見弁当や津軽三味線を堪
能できるさくら桟敷など、100 年目を記念して多種多彩な催しが行われま
した。５月３日には「弘前観桜会記念日」と称し、昔ながらのチンドン屋の
パレードや花火の打ち上げも行われ、訪れた花見客はいつもと一味違ったま
つりの雰囲気を楽しみました。天候にも恵まれた今年のさくらまつりは会期
中、述べ 251 万人が来園。満開に咲き誇る桜のほか、雪のように花びらが
舞い落ちる花吹雪や水面いっぱいに広がる薄紅色の花筏（いかだ）など、そ
の時々で美しさを変える桜の姿は、訪れるすべての人々を魅了しました。 

グラフ特集
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市政情報
Town Information

病院事業

土地 1,447 万 2,438㎡
うち山林 762万 5,000㎡
建物 71万 1,360㎡
有価証券 2億 3,962 万円
出資による権利 8億 1,134 万円
債権 2億 7,265 万円

基
金

現金 81億 4,247 万円
国債など 28億 4,517 万円
立木 12万 4,251㎥
土地など 6万 6,925㎡

自動車 315台

平成28年度  歳入歳出予算の執行状況
　市の財政状況は、毎年６月と 12 月の２回、本誌で紹介しています。１回目となる今号では、
平成 28 年度の予算執行状況（平成 29 年３月 31 日現在）を中心にお知らせします。詳しい内
容については、財務政策課（☎ 35・1110）へお問い合わせください。
※金額は１万円未満を四捨五入しているため、合計額が合わない項目があります。

一般会計

市有財産
　市有財産とは、市所有の建物や土地のほか、特定の
目的のために積み立てる基金などの財産のことです。
※平成29年３月31日現在。水道・下水道・病院を除く。

企業会計

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

医業収益 40億 1,778 万円 36億 3,477 万円 90.5％
　入院収益 24億 9,660 万円 21億 9,832 万円 88.1％
　外来収益 13億 1,512 万円 12億 3,110 万円 93.6％
　その他医業収益 2億 607万円 2億 534万円 99.6％
医業外収益 3億 5,657 万円 3億 6,219 万円 101.6％
特別利益 5万円 1,798 万円 35,960％
合計 43億 7,440 万円 40億 1,495 万円 91.8％

収
益
的
収
支

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

医業費用 45億 6,448 万円 43億 3,505 万円 95.0％
　給与費 22億 1,989 万円 22億 13万円 99.1％
　材料費 11億 3,378 万円 9億 8,147 万円 86.6％
　経費 7億 8,005 万円 7億 4,605 万円 95.6％
　その他 4億 3,076 万円 4億 739万円 94.6％
医業外費用 9,069 万円 7,991 万円 88.1％
特別損失 151万円 89万円 58.9％
合計 46億 5,668 万円 44億 1,585 万円 94.8％

資
本
的
収
支

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

出資金 2億 4,871 万円 2億 4,819 万円 99.8％

合計 2億 4,871 万円 2億 4,819 万円 99.8％

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

建設改良費 1億 6,927 万円 1億 6,875 万円 99.7％
企業債償還金 7,944 万円 7,944 万円 100.0％
合計 2億 4,871 万円 2億 4,819 万円 99.8％

問い合わせ先　市立病院総務課総務係（☎ 34・3211）

会計区分 予算現額 収入済額 収入率

国民健康保険 266億 9,388 万円
208億 1,468 万円 78.0％

支出済額 執行率
242 億 4,910 万円 90.8％

会計区分 予算現額 収入済額 収入率

後期高齢者医療 17億 9,498 万円
16億 3,970 万円 91.3％
支出済額 執行率

17 億 568万円 95.0％
会計区分 予算現額 収入済額 収入率

介護保険 180億 2,946 万円
149億 4,941 万円 82.9％

支出済額 執行率
163 億 3,928 万円 90.6％

特別会計

市債の状況

　市債とは、市が多額の経費を
要する事業を行う場合に、国な
どから借り入れをするもので、
その借入金を財源として事業
を進めています。この借入金
は、長期にわたり計画的に返済
を行うことから、世代間の公平
化が図られます。

一般会計・特別会計
818億 6,030万円

土木 171億 9,880 万円
教育 110億 4,764 万円
庁舎 43億 6,578 万円
総務 31億 4,348 万円
公営住宅 28億 8,998 万円
市民会館 26億 7,206 万円
衛生 23億 6,373 万円
消防 18億 4,586 万円
給食 16億 1,277 万円
農林水産 15億 5,276 万円
その他 331億 6,744 万円

市債残高合計  
　 1,423 億 2,504 万円

企業会計
604億 6,474万円

下水会計 431億 6,744 万円
水道会計 159億 3,510 万円
病院会計 13億 6,220 万円

　　市民一人当たり　　82 万円
　　一世帯当たり　 　200 万円
※平成29年３月31日現在（人
数および世帯数は平成 29年４
月１日現在）。

一時借入金
残高の状況

　一時借入金とは、一時的
に支払資金が不足する場合
に、年度内に返済することを
条件に、金融機関などから
借り入れる資金のことです。

53 億 5,076 万円
※平成 29年３月 31日現在。

使用料及び
手数料　　

分担金及び
負担金　　

0（億円） 50 100 150 200 250

地方交付税

市税

国庫支出金

市債

県支出金

繰越金

繰入金

その他

0（億円）50100150200250300350

民生費

教育費

土木費

公債費

総務費

衛生費

商工費

消防費

労働費

その他

農林水
産業費

歳  入

予算現額
893億3,297万円

収入済額（収入率）
712億7,035万円
　　　　（79.8％）

歳  出

予算現額
893億3,297万円

支出済額（執行率）
722億2,185万円
　　　　（80.8％）

※平成27年度からの繰越分を含みます。

2０0億4,781万円
2０0億4,781万円（100.0％）

6億7,326万円
 6億1,677万円（91.6％）

12億   170万円
11億7,648万円（97.9％）

198億4,159万円
196億2,340万円（98.9％）

178億3,554万円
146億9,931万円（82.4％）

116億   450万円
27億3,670万円（23.6％）

68億 572万円
37億5,142万円（55.1％）

17億9,349万円
17億9,349万円（100.0％）

　　          0万円（0.0％）

72億2,833万円
68億2,497万円（94.4％）

　23億   103万円

335億4,739万円
278億5,922万円（83.0％）

111億1,515万円
74億8,901万円（67.4％）

95億3,012万円
77億2,429万円（81.1％）

90億　792万円
68億3,419万円（75.9％）

82億7,944万円
82億7,646万円（100.0％）

65億1,958万円
58億5,154万円（89.8％）

45億2,649万円
34億3,707万円（75.9％）

39億7,525万円
20億4,204万円（51.4％）

22億9,892万円
22億4,395万円（97.6％）

6,817万円
6,004万円（88.1％）

４億6,454万円
４億   404万円（87.0％）

資
本
的
収
支

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

水道資本的収入 9億 7,361 万円 9億 7,243 万円 99.9％

合計 9億 7,361 万円 9億 7,243 万円 99.9％

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

水道資本的支出 23億 6,573 万円 23億 858万円 97.6％

合計 23億 6,573 万円 23億 858万円 97.6％

資
本
的
収
支

収
益
的
収
支

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

水道事業収益 43億 621万円 43億 4,813 万円 101.0％
合計 43億 621万円 43億 4,813 万円 101.0％

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

水道事業費用 38億 7,313 万円 37億 4,053 万円 96.6％
合計 38億 7,313 万円 37億 4,053 万円 96.6％

問い合わせ先　上下水道部（☎ 55・9660）水道事業

資
本
的
収
支

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

資本的収入 29億 4,465 万円 29億 4,151 万円 99.9％

合計 29億 4,465 万円 29億 4,151 万円 99.9％

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

資本的支出 49億 8,118 万円 49億 5,173 万円 99.4％

合計 49億 8,118 万円 49億 5,173 万円 99.4％

資
本
的
収
支

収
益
的
収
支

収　入
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

下水道事業収益 61億 6,389 万円 61億 6,779 万円 100.1％

合計 61億 6,389 万円 61億 6,779 万円 100.1％

支　出
予算科目 現計予算額 執行額 執行率

下水道事業費用 55億 343万円 54億 2,271 万円 98.5％

合計 55億 343万円 54億 2,271 万円 98.5％

 問い合わせ先　上下水道部（☎ 55・9660）下水道事業
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弘前型スマートシティ構想を改訂しました
■問い合わせ先　スマートシティ推進室（☎ 40･7109）

ホームページ（http://www.city.hirosaki.aomori.
jp/jouhou/keikaku/2014-1212-0934-50.html）

構想策定の背景・目的と改訂の経緯 基本方針と目指す姿

豊かな資源を活用した世界一快適な雪国 弘前
～次の世代を担う子供たちが安心して活躍してい
けるまちをめざして～

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災において、
当市は電気や暖房用燃料等の途絶による生活への大きな
影響を経験し、エネルギーの自給率向上や効率的な利用
の重要性を改めて強く認識しました。
　そこで、再生可能エネルギーの効率的利用や ICT（情
報通信技術）の活用により、「災害に強く、市民が暮らし
やすい魅力ある低炭素・循環型のまち」を実現し、それ
を次世代に継承するため、平成 25 年 3 月に「弘前型スマー
トシティ構想」を策定し、弘前型スマートシティの実現
に向けた取り組みを進めてきました。
　スマートシティに関わる技術は日進月歩であり、社会
情勢も急速に変化していく中、これまでの取り組みで見
えてきた課題等も的確に捉えながら、より実効性のある
形でスマートシティの実現に取り組むため、平成 29 年
度からのフェーズ 2（第 2 段階）に向けて弘前型スマー
トシティ構想を改訂しました。
　今後もこの構想を基に取り組みを継続し、「災害に強く
魅力ある持続可能なまち」の実現をめざします。

　構想の目的は、本市の持つ豊かな資源、加速度を増し
て進歩する ICT、環境にやさしく身近に存在する再生可
能エネルギーの活用による、積雪寒冷地においても「安
心で快適な生活をおくることができるまち」の構築です。
　そのため、以下の 5 つを本構想の基本方針の留意すべ
き要素として、当市の貴重な財産である次の世代を担う
子どもたちが、安心して活躍していける「世界一快適な
雪国　弘前」として引き継ぐことを基本方針として位置
付けています。

 

雪との共生

エネルギー
の自律

地元産業
との共栄

市民と協働した融雪整備

地域資源
の活用

基本方針のイメージ

①一年を通して快適
に外出ができる活気
あふれる『まち』

②効率的にエネル
ギーが活用された快
適な住環境が整備さ
れた『まち』

④非常時にも
安心して暮ら
せる『まち』

⑤ ICTの活用により
利便性・快適性が向
上した『まち』

⑥地域の「知」が活
用され、「智」が創
成される『まち』

⑦グリーンでスマー
トな来訪者に優しい
『まち』

くらし

エネルギー

ＩＣＴ

③雪が地域資源と
して活用された
『まち』

弘前型スマートシティが目指す姿

フェーズ２（第２段階）【平成 29 ～ 32 年度】
既存技術・先進技術の導入
革新技術の可能性調査

平成 23 年
東日本大震災を契機にエネルギー自給率・効率的
利用の重要性の認識

平成 25 年３月
弘前型スマートシティ構想の策定

フェーズ１（第１段階）【平成25～28年度】
既存技術の導入
先進技術の可能性調査

構想改訂

　スマートシティとは、家庭、産業、交通などの分野をはじめとした都市全体の電気
や熱、輸送燃料等のエネルギーの供給・利用が高度に効率化された都市を指します。
　実現に向けては、ICT を活用して効率的に需給バランスをとり、電力の安定供給
を実現するためのスマートグリッド（電力送配電網）の整備を進めていきます。
　スマートシティは地球温暖化やエネルギー危機、高齢化問題などの課題への解決策
として期待されています。また、スマートシティの情報通信インフラは、エネルギー
だけではなく、医療・保健・福祉等の様々な分野での活用が期待されています。

道路・交通

産業

医療・福祉

教育

行政サービス

一般的なスマートシティのイメージ

スマートシティとは

エネルギー

情報通信網

フェーズ１の実績

　「くらし」に関するプロジェクトでは、再生可能エネル
ギーや未利用熱を活用し、一年を通して快適に外出がで
きる環境の実現に向けた実証を行いました。「エネルギー」
に関するプロジェクトでは、エネルギーの自給率向上と

【弘前市紺屋町】
市民所有の井戸を活用して、生活道
路に道路散水融雪を導入し、維持管
理については地元青年団と連携（平
成 27年供用開始）

効率的利用を推進するため、再生可能エネルギーの導入
や地域エネルギー事業の事業化可能性調査等を行いまし
た。「ＩＣＴ」に関するプロジェクトでは、ＩＣＴ技術の
活用による利便性や快適性の向上、グリーンでスマート
な、訪れる人にやさしい街を目指した事業の検討・実証
および人材育成を行いました。主な実績を紹介します。
　この他、実績や取組状況については市ホームページを
ご覧ください。

下水道熱融雪
【市役所東側バス停】
小口径下水道管から採熱して、歩道
兼バス待合スペースの融雪を実証。
小口径下水道からの熱利用は全国的
に先駆的な取り組み（平成 28年実
証研究）

地下水熱融雪
【致遠小学校前の歩道】
地下水を散水せずに、揚水井から還
元井へ循環させることで得られる熱
エネルギーを利用している。（平成
27年実証研究）

市政情報
Town Information

スマートグラス観光
眼鏡型端末「スマートグラス」を活
用して、新しい観光案内手法の実証
を実施。平成 28年 7月から弘前公
園でスマートグラスガイドツアーを
本格運用（平成 27年共同研究）

スマートシティアカデミー
スマートシティ構築に向けた次世代育
成の場として「スマートシティアカデ
ミー」を実施（平成 25年取組開始）

雪国対応型メガソーラー

市所有の埋立処分場跡地に、民間
事業者と連携して、中南津軽地域
で初となる
1,500kW
のメガソー
ラー（太陽
光発電）を
整備（平成
27 年 発 電
開始）

ごみ発電の地域内利用

弘前地区環境整備センターで、ごみ
の焼却熱を活用して発電し、新電力
事業者を介して当市および組合構成
市町村の公共施設等へ送電する「エ
ネルギーの地産地消」を実現（平成
26年供給開始）

再エネおよびＥＭＳ（エネルギー
管理システム）導入
　市庁舎の改修に際し、自立分散型
エネルギー設備の導入と合わせて
BEMS（ビルエネルギー管理システ
ム）の整備を進める等、災害時のエ
ネルギー確保を図りつつ平常時のエ
ネルギーの効率的な利用に向けた基
盤整備を実施（平成 24年開始）

フェーズ２のプロジェクト

　弘前型スマートシティの実現に向け、フェーズ 2 で想
定されるプロジェクトは次のとおりです。プロジェクト
の実施に際しては、事業性の評価と継続的な検証を行う
ことで、弘前型スマートシティを確実に、効率的に実現
することを目指します。

　融雪推進・快適外出プロジェクト

　産学金官および市民との連携によ
り、再生可能エネルギー・未利用熱
を活用した融雪システムの実用化を
図ります。フェーズ 2では融雪推進
の他、空き家等で使われない土地の
活用を検討します。

　快適住環境プロジェクト

　再生可能エネルギーを活用した低
コストでクリーンな暖房の導入や
省エネ住宅等の整備を推進します。
フェーズ2では、地域連携による木
質バイオマス（生物資源）の供給体
制の構築およびZEH・ZEBなどの
省エネルギー技術等を活用した熱利
用最適化を検討します。

　雪資源活用プロジェクト

　未利用である雪資源の活用を行い
ます。フェーズ 2では、雪氷冷熱利
用の推進とともに、雪室で冷蔵され
た市内農産品等の地域ブランド化を
図ります。

　エネルギー自律・地産地消推進　
　プロジェクト
　自立分散型エネルギーの導入等に
より災害時に市民生活や経済・社会
活動の継続に必要なエネルギーを確
保することで、エネルギーの自立性
と地域の防災力の向上を図ります。
フェーズ 2では、再生可能エネル
ギー導入促進、本庁舎を核としたエ
ネルギーネットワークおよび VPP
（仮想発電所）の構築、地元事業者
主体の地域新電力によるエネルギー
の地産地消推進等を検討します。

　次世代グリーンエネルギー利用
　モデル構築プロジェクト
　再生可能エネルギーにより、弘前
市内で水素エネルギーを地産地消す
る「弘前型水素利用社会モデル」の
構築を図ります。フェーズ 2では、
引き続き再生可能エネルギーを活用
した水素事業の検討を行います。

　ICT による「地域の知と智」
　の集積・一元化プロジェクト
　ICT等を活用することで、市民生
活の利便性・快適性向上を図ります。
フェーズ2では、マイナンバーカー
ドの利活用に関する動向を見据えつ
つ、IC カード等の 1つのアイテム
で対応できる仕組みの構築を検討し
ます。

　ICT によるスマート観光都市
　実現プロジェクト
　ICT の活用により、観光情報の
充実および交通機関の利便性向上を
図ります。フェーズ 2では、 IoT を
活用して観光客のニーズを把握しつ
つ、観光客向け携帯端末の導入、市
内のWi-Fi 環境整備等、観光客の満
足度および利便性向上につながる取
り組みを検討します。

くらし

エネルギー

ＩＣＴ

市民生活
の向上
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　これからの弘前市が目指すべき教育の姿などについ
て協議するために設置している「ひろさき教育創生市
民会議」の委員を募集しますので、奮ってご応募くだ
さい。
▽応募資格　市内に在住する 20 歳以上の市民（議員、
公務員を除く）
※現在、既に市の審議会などの委員になっている人は
ご遠慮ください。
▽募集人員　４人程度
▽募集期限　６月 22 日（必着）
▽任期・会議の開催など　任期は９月３日から２年間。
会議は年３回程度（今年度は 10 月５日と平成 30 年
２月８日の２回）、原則として平日の日中に開催予定
▽報酬など　１回の会議出席につき、報酬 1 万円と
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「子どもを地域で見守り育てるとは」をテーマとし
た作文（1,000 字以内）
※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、学校づくり推進課（岩木
庁舎３階）、市民課総合案内、各市立公民館・図書館、
市立博物館、総合学習センターで配布しています。
▽選考・発表　応募書類の記載事項を審査の上、選考
し、結果は応募者全員に書面で通知します。
※委員に選任された人については、委員名簿に登載さ
れ、市ホームページなどで公開されます。
■問い合わせ・提出先　学校づくり推進課（〒 036・
1393、賀田１丁目１の１、☎ 82・1645、ファ
ク ス 82・5899、 Ｅ メ ー ル gakkouzukuri@city.
hirosaki.lg.jp）

ひろさき教育創生市民会議の委員を募集教育について
あなたの声を

クールビズ（COOL  BIZ）を今年も実施しますちょっとした工夫
で省エネできます

　地球温暖化防止のため、当市では６月１日～９月
30 日に夏場の軽装「クールビズ」を実施します。また、
急激な気温の上昇時などは、状況により軽装を認める
移行期間を、実施期間の前後１週間程度設定していま
す。
　環境省が提唱・実施している「クールビズ」は、冷
房時の室温を 28℃にしたオフィスで快適に仕事をす
るためのノーネクタイ・ノー上着ファッションのこと
で、夏を涼しく過ごすための新しいビジネススタイル

という意味が込められています。
　室温が 28℃だと少し暑いと感じる人もいると思い
ますが、上着を脱いでネクタイを外すと、体感温度は
約２℃下がります。なお、冷房の温度設定を 27℃か
ら 28℃にすると、年間で 30.24 の省エネにつ
ながるといわれています（省エネルギーセンター「家
庭の省エネ大辞典」より）。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 36・
0677）

◇家庭でできる夏の節電のポイント
エアコン…夏場の電力使用量増加の原因となるエアコンは、必要な時だけ使うようにしましょう
節電のポイント 設定温度は 28℃を目安に／扇風機などを使用し、空気を循環させながら使用する／こまめにON/OFF を切り替え

る／フィルターはこまめに清掃する／カーテンやすだれを使って、直射日光を避ける
クッキング…調理方法をよく考え、効率よく調理しましょう
節電のポイント ご飯は炊飯器で保温するより、電子レンジで温める／電気ポットはコンセントを抜き、必要なときに沸かし直す／

食器はため洗いし、給湯器の使用時間を短くする
洗濯・風呂・トイレ…洗濯機や風呂給湯器は計画的に効率よく使用しましょう
節電のポイント 洗濯物はまとめて洗う／間隔を空けずに入浴し、給湯器の使用時間を短くする／夏場は暖房便座を使用しない／温

水洗浄便座の洗浄水の設定温度は低めにする
冷蔵庫…24時間 365日使用している冷蔵庫ですが、少し気を付けるだけで簡単に節電できます
節電のポイント 設定温度を「高」から「中」や「小」にする／物を詰め込み過ぎないようにする／熱い物は冷ましてから入れる／

開け閉めの回数を減らす／開けている時間を短縮する
その他…電化製品の使用時間を短くしたり、長時間使用しない場合はコンセントを抜いたりして、待機電力を発生させないようにし
ましょう

節電のポイント
照明はこまめに消す／白熱電球から省エネ型の蛍光ランプや LEDランプに取り替える／テレビは見たい番組だけ
を選んで見る／テレビを消す時は主電源を切る／部屋を片付けてから掃除機をかける／髪を乾かすときは、タオル
で十分乾かし、ドライヤーの使用時間を短くする／夜早く寝て朝型の生活に切り換える

適 用 区 分 平成 28 年度
外来（個人ごと） 外来 + 入院（世帯ごと）

現役並み 課税所得
145 万円以上の人 ４万4,400円

８万 100 円 +（医療費 -26
万 7,000 円）×１％

（多数回 4 万 4,400 円）

一般 課税所得
145万円未満の人（※1） １万2,000円 ４万 4,400 円

住民税
非課税

住民税非課税世帯
8,000 円

２万 4,600 円
住民税非課税世帯

（年金収入80万円以下など） １万 5,000 円

高額療養費上限額（月ごと）
平成 29 年度

外来（個人ごと） 外来 + 入院（世帯ごと）

５万 7,600 円
８万 100 円 +（医療費 -26

万 7,000 円）×１％
（多数回４万 4,400 円※ 2）

１万 4,000 円
（年間上限 14 万 4,000 円 )

5 万 7,600 円
（多数回４万 4,400 円※ 2）

8,000 円
２万 4,600 円
１万 5,000 円

　平成 29 年４月から、75 歳以上の後期高齢者医療
被保険者の保険料の軽減率が右記のとおり変わりまし
た。なお、該当になる人の年金からの引き落とし額が
実際に増えるのは平成 29 年 10 月分からとなります。
■問い合わせ先　国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）／青森県後期高齢者医療広域連合（☎
青森 017・721・3821）

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

区 分 平成 28 年度

年収約 153 万円～約 211 万円
の人の所得割額 5 割軽減

元被扶養者で特定の要件に該当
する人の均等割額 9 割軽減

平成 29 年度

２割軽減

７割軽減

医療保険料の軽減率

　平成 29 年８月から、70 歳以上の高額療養費の上
限額が下記のとおり変わります。高額療養費は診療を
受けた月の翌月１日から２年間申請できますので、領
収書は保管しておいてください。詳しくはお問い合わ
せください。

を結ぶカードです。障がいのある人から「ヘルプカー
ド」の提示があったら、記載されている内容にそって
支援をお願いします。
▽ヘルプマーク・ヘルプカードの配布場所　福祉政策
課、岩木総合支所民政課、相馬総合支所民政課
▽対象　身体障がい、知的障がい、発達障がいのある
人など（障害者手帳の有無は問いません）
■問い合わせ先　福祉政策課障がい福祉係（市役所３
階、☎ 40・7036）、岩木総合支所民生課（☎ 82・
1628）、相馬総合支所民生課（☎ 84・2113）

　義足や人工関節を使用している人や内部障がいの
人、発達障がいの人など、援助や配慮を必要としてい
ることが外見からは分からない人がいます。そうした
人たちが、周囲の人に配慮を必要としていることを知
らせることで、援助が得られやすくなるよう、「ヘル
プマーク」の普及に取り組んでいます。
　「ヘルプカード」は、障がいの
ある人が困った時に助けを求め
るためのもので、「手助けが必
要な人」と「手助けできる人」

岩木・相馬総合支所でも配布しています

知っていますか？ヘルプマーク

■問い合わせ先　国民健康保険に加入している人…国
保年金課国保給付係（☎ 40・7047）／後期高齢者
医療制度に加入している人…国保年金課後期高齢者医
療係（☎ 40・7046）／保険組合・健康保険組合に
加入している人…加入している医療保険者へ

高額療養費の上限額が変わります
70 歳以上の
皆さんへ

詳しくは
問い合わせを

※1 世帯収入の合計額が 520万円未満（１人世帯の場合は 383万円未満）の場合や「旧ただし書」の合計額が 210万円以下の場合を含む。
※ 2 過去 12カ月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
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健
け ん こ う

幸レポート

　市民の健康づくりのために地域や職場などで
健康教養や運動の普及啓発などに取り組んでい
る「ひろさき健幸増進リーダー」が、普段取り
組んでいる健康づくり活動について紹介しま
す。今回のテーマは「地域での取り組み」です。

ひろさき健幸増進リーダーの

　昨年の４月に「NPO 法人ス
マイルプロジェクト」を設立
し、７月末からコミュニティカ
フェ「やさい畑」を始めました。
成人に必要な１日の野菜摂取量
350 ｇの約半分を摂取できる
ランチを提供しています。
　また、通常のカフェの営業に
加え、地域のコミュニティづく
りに取り組んでおり、この活動
に健幸増進リーダーとして学ん
だことが大変役立っています。
　お年寄りを対象とした「お昼
を楽しむ会」では、食前にロコ
モーショントレーニング（開眼
片足立ち、スクワット）や痴呆

～地域のコミュニティづくりで健康増進～
新岡浩一さん

予防体操を取
り入れていま
す。ハンディ
キャップのあ
る人を対象と
した「休日を
楽しむ会」では、調理実習やそ
ば打ち、歌やカラオケなどの活
動を行っています。
　お年寄りや子どもたち、障がい
者や健常者も含め、地域に住むす
べての人たちが健康に笑顔で生
活できることを願い、居場所づく
りや生きがいづくりの面から健
康寿命を延ばす活動に取り組ん
でいきたいと思っています。

健幸増進リーダーからの
ワンポイントアドバイス

～第４回～

　長寿日本一の長野県。長寿の
要因の一つとして、次のような
ことが挙げられています。

① 65 歳以上で仕事をしている
人の割合が高い
②社会活動やボランティア等へ
の参加率が高い

　積極的に外へ出て、仕事や社
会活動へ参加することが生きが
いとなり、健康長寿につながっ
ているようです。
　当市では、健康増進を目的と
した運動教室などさまざま開催
されています。身近な社会活動
の一環として、ぜひ参加してみ
てはいかがでしょうか。
参考 「長野県健康長寿プロジェクト・研究
事業中間報告書（平成 26 年５月発行）」

たか丸くんの　ごみ減量速報 ■問い合わせ先　環境管理課資源循環係（町田字筒井、☎ 35・1130）

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物は容器包装、古紙類、再生資源回収運
動、拠点回収、ボックス回収の合計）

平成 28 年 平成 27 年 ごみ減量成果

総排出量 74,726t 79,335t -4,609t
燃やせるごみ  62,352t     66,682t  -4,330t

燃やせないごみ    1,930t    2,103t     -173t
大型ごみ    3,402t    3,523t     -121t
資源化物    7,042t    7,027t         15t

平成 29 年 ３月のごみ排出量 4,667t

１人１日当たりのごみ排出量
平成 28 年    974g
平成 27 年 1,030g

差 -56g
（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

弘前市のごみ全体の年間排出量

弘前市の燃やせるごみの排出量

4,609t減 !!
（昨年比）

531t 減 !!
（昨年比）

 

　みんなの協力で
ごみの排出量が年
間 4,609t も減っ
たよ！でも、全国
の自治体と比べる
とまだまだごみの
排出量が多い状況
なんだ。これから
もオール弘前体制
で力を合わせてご
みを減らしていこ
うね！

 

▽対象　開催地区の市民
▽参加料　無料
※７月以降開催の地区の日程は広報ひろさき６月
15 日号などでお知らせします。
■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）

地区名 と　き ところ
城西 ６月18日

午後１時半～２時半
西交流センター（城西
４丁目）

東目屋 ６月 20 日
午後３時～４時

東目屋ふれあいセンタ
ー（中野字中豊田）研
修室

裾野 ６月 24 日
午後６時半～７時半

農村環境改善センター
（大森）多目的ホール

堀越 ６月 27 日
午後５時半～６時半

堀越公民館（門外２丁
目）研修室

高杉 ６月 29 日
午後１時半～２時半

北辰学区高杉ふれあい
センター（独狐字山辺）
研修室

　市では、大きく変化する社会経済環境に迅速に対
応し、地域の持続的な成長・発展を実現するため、
地域づくりの最上位計画である弘前市経営計画（Ｈ
26 ～Ｈ 29）を策定し、それに基づく施策を推進
しています。
　今年度は、経営計画の最終年度であるため、平成
30年度からの新たな弘前市総合計画を策定します。
　４月 24 日に、庁内で総合計画策定会議を開催し、
新しい総合計画は、各種データに基づく現状分析と
市民の声をしっかりと反映した計画の策定を目指す
こととしました。
　今後は、市民の思いでオール弘前体制が深化・成
長するような計画となるよう、平成 28 年度に実施
した「Ｍｙひろさき創生市民会議」の意見を参考と
するほか、市政懇談会や市民・各分野専門団体との
意見交換会も実施し、本誌などで、それらの状況も
随時お知らせします。
■問い合わせ先　ひろさき未来戦略研究センター

（☎ 40・7021）

　弘前が大好きな市民が集まり、７回にわたって弘前の課題や現状、新たな
「はな（魅力等）」を咲かせるためにこんな取り組みをしたらどうかについて
語り合い、10 代から 80 代までの幅広い年代の人から熱い意見を多くいた
だきました。

My ひろさき創生市民会議

【新しい弘前市総合計画のための
各地区との意見交換会】

▽開催日程

 

新しい弘前市総合計画を策定します！

 

　平成 29 年全国広報コンクールで「広報ひろさき」の
広報写真（一枚写真の部）が入選しました！ 今回入選
に選ばれた写真は、平成 28
年 12 月１日号の表紙で、昨
年の 11 月 13 日に弘前城本
丸で開催されたイベント「石
曳き体験」の様子をとらえ
たもの。 平成 22 年の組み
写真の部での入賞以来 7 年
ぶりの入賞となりました。
■問い合わせ先　広聴広報
課（☎ 35・1194）

ＮＥＷＳ

全国広報コンクール入選！

　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】
　今年のさくらまつりは
100年目ということもあっ
て、とてもにぎわったね。
期間中どのくらいの人が弘前公園を訪れたか
わかるかな？
①約174万人　②約251万人　③約601万人

  

教
えて

！たか丸くん



※弘前城本丸石垣修理事業について、詳しくは下記 URL をご覧下さい。
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/ishigaki/index.html
■問い合わせ先　公園緑地課弘前城整備活用推進室（弘前公園緑の相談所内、☎ 33・8739）

　４月９日に行われた「石垣解体始め式」から、弘前
城跡本丸東側石垣の解体工事がスタートしました。工
事は平成 29・30 年度の２カ年で実施し、解体の１
年目となる今年度は、４月～ 12 月まで現場での作業
を進める予定です。
　石垣解体工事は、ただ石材を取り外すだけの工事で
はありません。石垣の構築年代や構造などを明らかに
するため、発掘調査と同時進行で進めます。平成 25
年度以降、本丸で実施していた石垣の発掘調査は、石
垣上部の様相を事前に把握するためのものでした。人
力での掘削により、地表からの深さ約 2.5 ｍ（上か
ら６石目）までの石垣の背面構造を確認しています。
　今年度からは、石垣を解体しながらさらに深い部

第 10 回～石垣の解体調査～

弘前城石垣修理
分（上から 20 石目前後）の石垣を調査していきます。
石垣を一段外すごとに石材の下や背面を調査し、徐々
に掘り下げていきます。
　先人たちは石垣を積み上げる際、崩れにくくするた
めの工夫をしています。石材の背面に詰められる礫層

（裏込〈うらごめ〉）には、石材を安定させたり、水を
逃がしたりする働きがあるとされます。また、石垣の
背面には人工的な盛土が入るため、それらも締め固め
られているはずです。石材と石材の接点には、お互い
をうまく噛み合わせるための小石（飼石〈かいいし〉）
が置かれます。これらの情報は全て、孕（はら）んだ
石垣を健全な状態に戻すためのヒントになります。
　また、石垣解体工事と並行して、解体した個別の石
材の調査も進めていきます。石垣として積み上げられ
た状態では、石材の１面しか観察することができませ
ん。石垣の解体は、石材の隠れて見えない部分を観察
する絶好の機会です。修理範囲にある約 3,000 個の
解体石材をひとつひとつ観察し、記録に残していきま
す。
　これらの地道な調査により、私たちは頑丈な石垣を
築こうとした先人の知恵を知ることができ、それは私
たちが弘前城跡を遠い未来へ引き継ぐために不可欠な

「伝統技術」です。その成果を平成 31 年度以降に実
施する石垣の積み直しに生かしていけるよう、慎重に
作業を進めていきます。　

▲石垣解体始め式

▼石材「イ－４」を取
り外した後…下に置か
れた小さな石（飼石）
には、石材を安定させ
る役割があります

▼

石垣の背面構造…石材
の背面には「裏込」と呼
ばれる礫層と人工的な盛
土が詰められています。

天端石
築石

天端石

飼石

天端石
裏込 盛土

14

フォトコレinひろさきフォトコレinひろさき
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。

　５月５日、消防団員が日ごろの訓練の成果を披露す
る「定期観閲式」が行われ、市役所周辺では機械点検
や放水訓練、車両分列行進が行われました。弘前公園
レクリエーション広場では、規律ある従歩部隊分列行
進、伝統と歴史のあるまとい振りやはしご乗り演技な
どを披露し、広場を訪れた市民や観光客の注目を集め
ました。

消防定期観閲式

宇津木ヘッドコーチはるか夢球場を視察

　4 月 26 日、ソフトボール女子トップ日本代表の
宇津木麗華ヘッドコーチが東アジアカップ女子ソ
フトボール大会のＰＲのため、はるか夢球場（豊
田２丁目）を視察。「大会出場は東京オリンピック
の金メダルへの第一歩」と意気込みを語りました。

　５月 13 日と 14 日、「第 19 回津軽路ロマン国
際ツーデーマーチ」が開催され、県内外から２日
間で延べ 1,688 人が参加しました。参加者は岩
木山のふもとや神社仏閣のある街並みを堪能しな
がらウオーキングを楽しみました。

津軽路ロマン国際ツーデーマーチ

　５月６日から 14 日にかけて、りんご公園（清水富
田字寺沢）で、弘前りんご花まつりが開催されました。
期間中は、地元出身歌手によるステージやりんご棒パ
ン作りなどの体験イベントが行われたほか、５月６日
夜にはシードルなどのりんごのお酒の飲み比べができ
るシードルナイトも行われ、りんごの花が咲き誇る園
内で、思い思いにまつりを楽しんでいました。

弘前りんご花まつり

15ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.６.１

※弘前城跡本丸東側の石
垣では、胴木が確認され
ていません。
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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

 

 

 

 イベント
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、専門職などが集う「あっぷ
るカフェ」を開催します。
▽とき　①６月３日、②６月 17 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
▽内容　①講話「認知症の方のお薬
について」、②講座「認知症サポー
ター養成講座」
※①・②ともに体操を行います。事
前の申し込みは不要。
▽参加料　300 円
■問特別養護老人ホームサンアップル
ホーム（☎ 97・2111）

岩木図書館
メェメェさんおはなし会
▽とき　６月３日、10 日、17 日、
24 日の午前 10 時半～ 11 時
▽ところ　岩木図書館（賀田１丁目）
児童室
▽内容　絵本の読み聞かせ
■問岩木図書館（☎ 82・1651）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎一閑張りと古布のバッグ展
▽とき　６月７日～ 12 日、午前９
時～午後４時（最終日は午後３時半
まで）
◎色彩と風合いの藍染と裂織
▽とき　６月 18 日～ 25 日の午前
９時～午後４時
◎電動ロクロ体験
▽とき　６月 23 日・24 日の午前
10 時～午後３時
▽講師　小山陽久さん（津軽千代造
窯）
▽定員　20 人
▽参加料　１日 1,500 円（材料費
含む）

※事前の申し込みが必要。
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽観覧料　無料
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902、火曜日は休み）

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　６月４日・14 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　６月 18 日・28 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
※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）

小山内薫　津軽三味線演奏会

▽とき　6 月 8 日（木）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽入場料　無料
■問イキイキ健康クラブスマイル（エ
コール在宅サービス内、川村さん、
☎ 39・6655）
※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。

弘前城植物園散策ガイド

　みどりの協会の樹木医や緑の相談
員が、見ごろの花や樹木を説明しな
がら、楽しく園内をガイドします。
▽とき　６月９日（金）、午前 10 

時～ 11 時
▽集合　弘前城植物園南案内所
▽参加料　無料（入園料は必要です）
※事前の申し込みは不要。
■問みどりの協会（☎ 33・8733）

弥生いこいの広場の催し

◎工作教室「レインスティック（竹
を使った民族楽器）」
▽とき　６月 11 日（日）
　　　　午前 10 時～
※材料が無くなり次第終了。
◎間近で観よう！ワラビーとニホン
カモシカ
▽とき　６月 25 日（日）
　　　　午前 11 時半～
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽参加料　無料（動物広場イベント
は、動物広場入場料が必要）
※事前の申し込みは不要。
■問 弥 生 い こ い の 広 場（ ☎ 96・
2117）

「認知症とは？
ならないために」講演会
▽とき　６月 11 日（日）
　　　　午後１時～２時半
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）４階フィオーレ
▽内容　認知症について、講師と質
問者が話し合います。
▽講師　石澤誠さん（石沢内科胃腸
科院長）
▽質問者　吉田豊さん（新老人の会
世話人代表、元弘前大学学長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問新老人の会青森支部事務局（溝江
さん、☎ 36・1576）

こどもの森６月の行事

◎カエル展
▽とき　６月 11 日～ 25 日
▽入場料　無料
◎月例登山「ハルゼミ探訪　イヌワ
シの道登山」
▽とき　６月 18 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、
替えの下着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
～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）／みどりの協会（☎
33・8733）

「若者たちの自炊塾」
公開セミナー
　健康的な自炊生活を学びます。
▽とき　６月 17 日（土）
　　　　午後１時～３時半　　　　
▽ところ　弘前大学創立 50 周年記
念会館（文京町）
▽内容　講演「今、なぜ自炊なのか？
～ひと手間の意味、生産と消費を考
える～」
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問県農林水産部食の安全・安心推進
課（☎青森 017・734・9354）

津軽カタリスト結成５周年記念
太宰治ドラマリーディング公演
　臨場感溢れる朗読劇ステージで
す。
▽とき　６月 17 日（土）
　　　　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（予定）　「女生徒」、「走
れメロス」
▽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） 
※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。

ごみってどう処理されるの？

～ごみ処理施設の見学と家庭で取り
組む節約術～
　ごみの処理工程を見学しません

か？見学後には家庭でできる節約術
と楽しみ方を学んでごみ減量にチャ
レンジ！
▽とき　６月 17 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　齊藤サツ子さん（青森県
環境パートナーシップセンター会
員）
▽定員　20 人（親子での参加も可）
▽参加料　無料
▽その他　歩きやすい靴でご参加く
ださい。
■問６月４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
曜日は休み）へ。

弘前市青年交流会～農家の
出会いは BBQ ！～第一弾
▽とき　６月 24 日（土）、午後１
時＝市立観光館バスプール出発／午
後７時＝市立観光館バスプール解散
※雨天決行。貸切バスで移動。
▽内容　津軽ゆめりんごファーム

（小沢字山崎）でさくらんぼ狩りと
ジャム作りをした後、星と森のロマ
ントピア（水木在家字桜井）でバー
ベキューを楽しみながらの交流パー
ティーを行います。
▽対象　男性＝市内に居住する 30
歳～ 40 歳の独身農業者／女性＝
25 歳～ 40 歳の独身者
▽定員　男女各 10 人
▽参加料　男性＝ 4,500 円／女性
＝ 2,500 円
■問 ６月 16 日までに、弘前市青年
交流会実行委員会事務局（農業委
員会事務局内、☎ 40・7104、■Ｅ
nougyou@city.hirosaki.lg.jp）
へ。

白神山地ブナ林再生事業
& 自然観察会
▽とき　６月 24 日・25 日
▽ところ　白神山地内奥赤石
▽内容　枯損木等の除伐、除去、下
草刈り、植樹、自然観察会
▽対象　市民＝ 30 人（先着順）

※未成年者は保護者の同意が必要。
▽参加料　500 円（傷害保険料を
含む）
▽持ち物　寝袋、食料など
※詳しくは問い合わせを。
▽申し込み方法　６月 18 日まで
に、ファクスかEメール（住所・氏名・
年齢・電話番号を記入）で、日本山
岳会青森支部（■Ｆ 44・7237、■Ｅ
h.susuta@gmail.com）へ。
■問日本山岳会青森支部（須々田さん、
☎ 44・7237）

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

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）

6
月
の
投
影
日
程
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◎おたのしみおはなし会
▽とき　6 月３日の午前 11 時
～ 11 時半、10 日・24 日の午
後３時～３時半
▽内容　「自然」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）

6月の
催し

弘前図書館

 

【展示会】
●ミニ山草展　２日～４日
●津軽盆栽会さつき盆栽展　７日
～ 11 日
●津軽さつき会さつき盆栽展　
13 日～ 18 日
●諸盆栽作品展　22 日～ 25 日

【講習会など】
●ボタン・ツツジのせん定　３日、
午後１時半～３時半
●大菊づくり講習会　11 日、午
前 10 時～ 11 時
▽定員　10 人
▽受講料　1,000 円（テキスト
代として）
●家庭果樹の管理　10 日、午後
１時半～３時半
●菊苗頒布会　４日、午前８時～
10 時
●訪問相談　３日・17 日
※庭木の出張相談です。電話で申
し込みを。

【弘前城植物園…今月見られる花】
ナンジャモンジャ、スイレン、バ
ラ、ハナショウブなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

も＝ 1,000 円（２人目からは 500
円。３歳未満は無料）
■問６月 20 日までに、青森県母子寡
婦福祉連合会（☎青森 017・735・
4152）へ。
※参加申込書は、子育て支援課（市
役所３階、☎ 40・7039）でも配
布しています。

「犬と散歩ができる公園」
愛犬マナー講習会
　マナー向上のための講習会を開催
します。愛犬と一緒に、ぜひ参加し
てみませんか。
▽とき　①６月 10 日・② 11 日、
午前 10 時～（１時間程度）
▽ところ　①城西住宅団地中央公園
刷／②泉野公園
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。雨天時は
中止となる場合があります。
■問公園緑地課（☎ 33・8739）

古文書解読講座（前期）

　弘前藩に伝わる藩庁日記を中心
に、古文書をわかりやすく解説しま
す。
▽とき　６月 11 日・25 日、７月
９ 日・23 日、 ８ 月 27 日 の 午 前
10 時～正午
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
※古文書解読会への入会は年会費
3,000 円で随時受け付けしていま
す。
■問弘前市古文書解読会（今さん、☎
35・5985）

第 13 回ふれあい介護者教室

【これからの介護保険について】
▽とき　６月 13 日（火）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　パインハウス岩木（賀田
２丁目）２階会議室ほか
▽内容　介護予防・日常生活支援総
合事業について
※教室終了後に座談会を予定してい
ます。
▽対象　市民＝ 40 人程度

で軽食の用意を／天文台では雨天時
のプログラムも用意しています／プ
ラネタリウムまたは天文台いずれか
のみの参加はできません／夜は冷え
込みますので、防寒具の持参を
▽申し込み方法　６月 28 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール

（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込みください。
■問 中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

2017 爆笑！お笑いまつり
in ひろさき
　テレビなどで活躍中のロッチ、ア
キラ 100％、カミナリなどによる
お笑いまつりです。
▽ と き　
８ 月 12 日

（土）、１回
目＝午後１
時開演（午
後０時半開
場）、２回目
＝午後４時
開演（午後３時半開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽入場料　Ｓ席 =3,500 円、Ａ席
=3,000 円（当日は 500 円増）
▽チケット販売所　市民会館、弘前
文化センター、さくら野弘前店、Ｅ
ＬＭショッピングセンター、ローソ
ンチケット（Ｌコード 22678）
▽チケット販売開始日　６月３日、
午前 10 時～
■問 市民会館（☎ 32・3374、第３
月曜日は休み）

親子ふれあい交流会「こども塾・
はは塾 plus ぱぱ in 南部町」
▽とき　７月 22 日・23 日（１泊
２日）
▽ところ　達者村、バーデパーク（と
もに南部町）
※弘前市内からの送迎バスを予定。
▽内容　農業体験、ビンゴ大会、プー
ル遊び
▽対象　県内のひとり親家庭の親子
＝ 20 組程度
▽参加料　大人＝ 2,000 円、子ど

■Ｆ 82・2313、 ■Ｅ bunkazai@
city.hirosaki.lg.jp）へ。
▽その他　参加決定者には 6 月中
旬に、はがきかファクスまたはＥメ
ールで通知します。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問文化財課（☎ 82・1642）

ヒロロスクエアのイベント

【第６回食育フェスティバル in ヒ
ロロスクエア】
▽とき　６月 25 日（日）
　　　　午前 10 時～午後１時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）3 階イ
ベントスペース
▽内容　ミニトーク「山の恵みを味
わおう　すぐできる山菜料理」…講
師・米坂恵子さん（登山ガイド）／
試食提供「ねりこみ」、実演「しと
ぎ餅を作ってみよう」「ドレッシン
グ作り」／ペープサート＆エプロン
シアター「三角食べで残さず食べよ
う！」／血管年齢計測／郷土食の販
売など
▽参加料　無料　
※事前の申し込みは不要。
■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〉）。

第４回弘前医療技術
イノベーションシンポジウム
▽とき　６月 25 日（日）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　弘前大学創立 50 周年記
念会館（文京町、 弘前大学キャンパ
ス内）

▽テーマ　健康づくりを中心とした
社会イノベーションに向けて
▽内容　企業・自治体・大学それぞ
れの立場から演者を招き、講演やパ
ネルディスカッションを行います。
▽定員　300 人
▽参加料　無料
▽申し込み方法　６月 20 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール

（住所・氏名・勤務先または団体名・
電話番号を記入）で申し込みを。
■問 ひろさき未来戦略研究センター

（ ☎ 40・0631、 ■Ｆ 35・7956、
■Ｅ hif@city.hirosaki.lg.jp）

旧石戸谷家住宅工事現場見学会

　堀越城跡整備地内に復元移築中の
農家住宅の見学会を開催します。
▽とき　６月３日（土）、午後１時
～３時（少雨決行）
▽ところ　史跡堀越城跡（堀越字川
合）
※堀越地区雪置場の駐車場をご利用
ください。
■問文化財課（☎ 82・1642）　

星空観察会 in プラネ＆天文台

【初夏の惑星観察　木星＆土星ツ
アー】
▽とき　７月１日（土）
　　　　午後６時～９時
※午後５時半から弘前文化センター

（下白銀町）３階プラネタリウム展
示ホールで受け付けし、プラネタリ
ウム観覧後、バスで星と森のロマン
トピア天文台（水木在家字桜井）に
移動。弘前文化センターに帰館後解
散。
▽内容　プラネタリウムで、木星や
月をはじめ夏の星座の特徴を覚えて
から、街明かりの少ない天文台「銀
河」で大型望遠鏡や双眼鏡を使って
天体観察をします。
▽観察天体　木星、月、夏の大三角、
春の大三角、土星など
▽講師　鶴見弥生さん（みちのく天
文同好会）
▽対象　市民＝ 50 人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。当日の
申し込みは不可。
▽参加料　500 円（バス代として、
当日徴収）
▽その他　食事の時間を設けますの

第14回文化財庭園フォーラム

【技術見学会】
　大石武学流庭園である須藤家庭園

（前坂字船山）を会場に、実際の庭
師の作業を一般公開します。
▽とき　6 月 24 日（土）
　　　　午後１時半～３時
▽集合　午後１時半までに、北辰学
区高杉ふれあいセンター（独狐字山
辺）へ。

【シンポジウム】
▽とき　6 月 25 日（日）、午前９
時 45 分～午後０時半（開場は午前
９時半）
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ 4 階）
▽テーマ　大石武学流庭園の保存と
継承
▽定員　280 人
※６月 20 日～ 25 日に、ヒロロ３
階でパネル展も開催します。

【バスツアー】
　市内および周辺地域に所在する大
石武学流庭園をバスで巡ります。
▽とき　6 月 25 日（日）
　　　　午後１時半～ 6 時
▽集合　弘前駅城東口
▽定員　100 人
～共通事項～
▽参加料　無料（ただし、バスツア
ー参加者の庭園入園料、傷害保険料
等は自己負担）
▽申し込み方法 ６月 14 日までに、
往復はがきかファクスまたは E メ
ール（住所、氏名、連絡先、参加希
望〈技術見学会・シンポジウム・バ
スツアー〉を記入）で、文化財課

（〒 036・1393、賀田１丁目１の１、

▽参加料　無料
■問 ６月 12 日までに、松山荘在宅
介護支援センター（櫻庭さん、☎
82・3330）へ。

 

 教室・講座

 
　
約 30 チームが独自の衣装と振り付けで元気いっぱいの踊りを披露！
▽とき　６月 25 日（日）、午前９時 50 分～午後３時半（雨天決行）
▽ところ　土手町通りおよび３・３・２号線の一部
※詳しくはホームページ（http://
www.hcci.or.jp/txt/yosakoi/）
でご確認ください。
■問よさこい津軽実行委員会事務局

（上鞘師町、弘前商工会議所内、
☎ 33・4111）

第 18 回よさこい津軽

6月の
催し

緑の相談所



20 ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１7.６.１ 21

 暮らしのinformation ●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

 

 

 

 

く、訊く、聴く）、心の援助～
▽講師　小田切宰子さん（ボラン
ティア支援センター嘱託員）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎ 38・5595）

あおもりいのちの電話
相談員養成講座
～傾聴から始まるカウンセリング基
礎講座～

【心の病を理解しよう２～当事者が
語る心の病との向き合い方～】
▽とき　６月 17 日（土）
　　　　午後３時～５時
▽ところ　弘前医師会（野田2丁目）
▽講師　サンネット青森

【発達障がいって何だろう】
▽とき　６月 24 日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前市社会福祉センター

（宮園 2 丁目）
▽講師　安田小響さん（弘前大学大
学院医学研究科特任助手）　
～共通事項～
▽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）

文化グループ講習会

【七宝焼講習会～世界にオンリーワ
ンの素敵な七宝焼き作品制作～】
　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している文化グ
ループ「宝友会」が行う講習会です。
ぜひ参加ください。
▽とき　６月 18 日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　ペンダントまたはブローチ
作り
▽定員　15 人（先着順）
▽受講料　1,000 円（材料費とし
て）
▽持ち物　エプロン、筆記用具
■問６月 12 日までに、電話かファク

スまたはＥメールで、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

子ども茶道教室

▽とき　６月 18 日・25 日、７月
９日、８月６日、９月 10 日・23
日、10 月 ９ 日、11 月 19 日、12
月 17 日、平成 30 年１月 14 日の
午前 10 時～ 11 時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）和室
▽内容　あいさつの仕方、お菓子・
お茶の嗜み方、和室の歩き方など
▽対象　幼児～中学生＝ 40 人
▽参加料　毎回 200 円（お菓子代
として）
▽持ち物　靴下
■問江戸千家不白会弘前支部（岡山さ
ん、☎ 27・4639）

東北女子大学公開講座

【本と心を読む楽しさ～星の王子さ
ま 27 の秘密～】
▽とき　６月 24 日（土）
　　　　午前 10 時半～正午
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　中学生以上
▽受講料　無料
※当日参加も可。
■問 東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

鷹ヶ丘老人福祉センター
初心者のための大正琴講座
▽とき　７月～ 12 月の第１・第３
水曜日、午前 10 時～正午
▽ところ　鷹ヶ丘老人福祉センター

（西茂森町１丁目）
▽講師　西村清春さん（青森琴青会）
▽対象　おおむね 65 歳以上の市民
＝ 10 人
※応募多数の場合は抽選で決定。
▽参加料　無料（別途テキスト代
1,620 円が必要）
▽申し込み方法　直接来所して申し
込みを。電話での申し込みは不可。
■問 鷹ヶ丘老人福祉センター（☎
32・7260、月曜日は休み）

歩く人・散歩の達人養成講座

～ヒロサキの隠れた名所を探そう～
▽とき　①６月 16 日、午後７時～
９時、②６月 17 日、午前 10 時～
午後２時
▽ところ　①弘前文化センター（下
白銀町）第１・第２和室／②第３会
議室
▽内容　
①市内散歩のテーマとコースを設定
／②フィールドワーク・隠れた名所
探し（少雨決行）、昼食を兼ねた交流、
マップづくり
▽講師　谷口哲郎さん（つがる野自
然学校代表）
▽対象　中学生以上＝ 15 人（先着
順）
▽参加料　無料
▽持ち物　①②筆記用具、②昼食、
飲み物、動きやすい服装
▽申し込み方法　６月 15 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール

（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込みください。
■問 中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

親子で学ぶこどもの生活「みて
みてお母さんひとりでできた」
▽とき　６月 17 日（土）
　　　　午前 10 時～正午
▽ところ　弘前友の家（中野５丁目）
▽内容　上靴洗い、洗濯物たたみ、
おしたく箱作り
▽持ち物　上靴、ブラシ、タオル、
ビニール袋、おやつ代（100 円）
■問弘前友の会（小菅さん、☎ 35・
3609）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集　　　　

　
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　６月 17 日（土）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽テーマ　傾聴ってなあに？～傾聴
ボランティアとは…３つのきく（聞

（豊田１丁目）／実技＝つがる弘前
農協・河東地区りんご施設（悪戸字
芦野）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35 歳以上の人

（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）、②申請時に失
業中でハローワークに登録し、求職
中の 35 歳以上の人、③出稼労働者
手帳の所有者で 18 歳以上の人
▽定員　10 人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円／大型特殊自動車運転
免許証（カタピラ限定なし）保有者
＝ 4,000 円（ともに別途テキスト
代 1,620 円が必要）
▽申込期間　６月２日～９日の午前
８時半～午後５時
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受給
者証かハローワークカードまたは出
稼労働者手帳（有効期限内のもの）、
自動車運転免許証の持参を。なお、
代理人による申請はできません。
■問商工政策課（茂森町、旧上下水道
部庁舎２階、☎ 35・1135）

危険物安全週間

「あなたなら　無事故の着地　決め
られる！」（平成 29 年度危険物安
全週間推進標語）
　６月４日～ 10 日は危険物安全週
間です。
　近年、全国的に石油類など危険物
を取り扱う際の事故が増加傾向にあ
ります。事故の原因のほとんどは、
誤った取り扱いやうっかりミスなど
の人的要因です。危険物を取り扱う
ときは、安全を再確認するように心
掛けましょう。なお、消防本部では、
危険物安全週間にちなみ、危険物関
係事業所の消防訓練や立ち入り検査
などを実施します。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

「道徳」の教科書見本を展示

　来年４月から小学校で使用する
「特別の教科 道徳」の教科書見本を
展示します。
▽とき ６月 12 日～ 23 日の午前
９時～午後４時
▽ところ 総合学習センター（末広

弘前の歴史的文化遺産講座

▽とき　６月 29 日、７月６日・
13 日・20 日・27 日、８月３日・
10 日・17 日・24 日・31 日
※時間はいずれも午前 10 時～ 11
時半。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
※会場が変更になった場合は、個別
に連絡します。
▽対象　原則全 10 回の講座すべて
受講可能な人＝ 30 人
※応募多数の場合は抽選で決定。
▽参加料　無料（ただし、拝観料や
施設入場料が別途必要）
▽申し込み方法　６月１日～ 10 日
に、郵送かファクス（郵便番号・住
所・氏名・性別・年齢・電話番号を
記入）で、弘前文化財保存技術協会

（〒 036・8333、若党町 75 の２、
■Ｆ 32・9272）へ。
■問 弘前文化財保存技術協会（今井
二三夫さん、☎ 32・9272）

今大人気の !!「ねんドル
岡田ひとみのねんど教室」
▽とき　７月30日、
① 午 前 10 時 半 ～、
②午後２時～
▽ところ　総合学習
センター（末広４丁
目）２階多目的ホー
ル
▽定員　各回 60 組

（先着順）
▽参加料　親子２人１組 3,000 円

（申し込み時に徴収）
▽申し込み方法　６月３日の午前９
時から学習情報館窓口へ
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎ 26・4800）

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝６月 19 日～ 22 日／大型特殊
自動車運転免許証（カタピラ限定な
し）保有者＝６月 19 日・20 日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前

４丁目）４階
■問学校指導課（☎ 82・1644）

弘前マイスターを募集

　地域産業を支える優れた技能・技
術の継承と人材育成を目的に「弘前
マイスター制度」を制定しています。
サービス業、製造業、建設業・農林
漁業といった多様な分野を対象に、
その産業を長年支え、特に優れた技
能・技術を有する人の応募をお待ち
しています。なお、他薦にてご応募
ください。
▽応募資格　市内に５年以上在住、
または在勤する現役の技能・技術者
で、対象職業に 20 年以上の従事経
験を有する卓越した技能・技術者
▽申込期限　7 月 14 日
※制度の概要・認定申込書は、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（茂森町、旧上下水道
部庁舎２階、☎ 35・1135）

弘前図書館の休館

　図書の点検や配置替え、館内清掃
などのため、次の期間は休館となり
ますので、ご了承ください。
▽期間　６月 14 日～ 23 日
※休館中の返却は、弘前図書館正面
玄関、総合学習センター、まちなか
情報センター、弘前駅自由通路（JR
改札口付近）にある返却ポストまた
は、岩木図書館、相馬ライブラリー、
こども絵本の森をご利用ください。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

観光ボランティアガイド
会員募集
　会員と一緒に弘前公園のガイド体
験をしてみませんか。
▽とき　６月 18 日（日）
　　　　午前 10 時～ 11 時半ごろ
▽集合場所　市立観光館（下白銀町）
１階インフォメーション前
▽対象　「津軽ひろさき検定」初級
試験合格者か、受験を検討中の人
▽参加料　無料
※事前の予約は不要。
■問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）

 その他
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ステッカー（ペイジー口座振替受付
サービスで新たに口座振替の申し込
みした人全員へ贈呈）
※ペイジー口座振替受付サービス
は、預貯金通帳と印鑑の代わりに
キャッシュカードで口座振替の申し
込みができるものです。
▽申し込み方法　市内の金融機関ま
たは収納課窓口へ、預貯金通帳と届
出印、納税（入）通知書を持参して
申し込みください。
▽ペイジー口座振替受付サービスに
よる申し込み方法　収納課窓口へ納
税（入）通知書とキャッシュカード
を持参して申し込みください。ただ
し、農協の口座は利用できません。
▽発表　当選者へ当選通知書を送付
します（10 月上旬予定）。
■問収納課納税推進係（市役所新庁舎
２階、☎ 40・7031）

弘前の魅力発信ＷＥＢコンテスト

　WEB コンテンツ制作を通じて、
中学・高校生の目線で「弘前の良い
ところ」を国内外にＰＲします。
▽日程と内容　①７月９日、午前
10 時半～正午＝事前説明会／②７
月 23 日・30 日、午前 9 時～午後
3 時＝ WEB コンテンツ制作基礎学
習（コンテンツ別セミナーを８月
20 日まで適宜開催し、制作をフォ
ローします。）
▽ところ　①弘前商工会議所（上
鞘 師 町 ） ２ 階 201 会 議 室 ／ ②
S.K.K. 情報ビジネス専門学校（徳
田町）

▽対象　市内の中学・高校に通学し
ている人（未経験者も歓迎）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問 ６月 30 日までに、弘前商工会
議 所（ 工 藤 さ ん、 ☎ 33・4111、
■Ｈ http://www.hcci.or.jp/hp_
contest/）へ。

マイナンバー～個人番号
カードの交付申請をした人へ～
  個人番号カードの交付申請をした
人へ順次交付通知書を送付中です。
届き次第交付場所へおいでくださ
い。詳細は交付通知書の内容をご確
認ください。
　なお、交付通知書に記載の交付場
所以外での受け取りを希望する人
は、事前にご連絡ください。
■問市民課（☎ 40・7020）　

危険物取扱者保安講習

　危険物取扱者免状の交付を受け、
危険物の製造所や貯蔵所および取扱
所で危険物の取り扱い作業に従事す
る人は、定められた期限内に保安講
習を受講してください。
▽とき　７月 20 日（木）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽種別　
①給油取扱所関係…給油取扱所にお
ける危険物取り扱い作業従事者／②
一般取扱所関係…①を除く危険物施
設における危険物取り扱い作業従事

者
▽受講期限　
○免状交付日または前回講習日以後
の最初の４月１日から３年以内
○新たに危険物取り扱い作業に従事
することになった日から１年以内
▽受講料　4,700 円（青森県収入
証紙代として）
▽受付期間　６月９日～ 22 日
※申請書は消防本部予防課（本町）
および管内の消防署・分署で配布し
ています。
■問消防本部予防課（☎ 32・5104）

自動車税のグリーン化特例
改正について
　県では、毎年６月に自動車税の納
税通知書を送付していますが、自動
車税は、自動車環境対策の観点から、
排出ガスおよび燃費性能の優れた環
境負荷の小さい自動車については、
その排出ガスおよび燃費性能に応じ
て税率を軽減（軽課）し、新車新規
登録から一定の年数を経過した環境
負荷の大きい自動車については税率
を重く（重課）する制度を実施して
います。
　平成 27 年度の自動車税から、バ
ス・トラックを除き、重課の割合が
15％（改正前 10％）に引き上げら
れました。詳しくはお問い合わせく
ださい。
■問 中南地域県民局県税部納税管理
課（ ☎ 32・4341、 ■Ｈ http://
www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/013_01green.html）

効果音／神楽／囃子（ねぷた、お山
参詣、神楽）／ほか、特技をお持ち
の人
※年齢・性別・経験は問いません。
▽参加費　無料
▽申し込み方法　６月 15 日まで
に、はがきか電話またはＥメール

（住所、氏名、連絡先を記入）で、
弘前芸術鑑賞会事務局（〒 036・
8203、本町 69）へ。
■問 弘前芸術鑑賞会事務局（水戸さ
ん、 携 帯 ☎ 090・7329・5751、
■Ｅ hirosakigeikan@gmail.com）
※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。

お仕事説明会

　青森労働局、ハローワーク弘前、
市（商工政策課・ひろさき生活・仕
事応援センター）主催による、お仕
事説明会を開催しています。市内企
業の人事担当者が、仕事内容などを
生の声で伝えます。求職中の人はぜ
ひ参加ください。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　６月 16 日・30 日の午後
１時半～４時半（受付は午後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（予定）
※ハローワーク未登録者も参加可能。
※雇用保険受給者は、求職活動実績
の対象になるため、雇用保険受給資
格者証の持参を。
※参加企業など詳しくは、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（駅前町、ヒロロ３階、
弘前就労支援センター内、☎ 55・
5608）　

人材不足でお悩みの事業者へ

～お仕事説明会を毎月開催していま
す～
　求人事業者と求職者をつなぐため
のお仕事説明会を毎月２回開催して
います。説明会では、20 分程度の
時間で、自社のプレゼンテーション

（求人説明、企業 PR など）ができ
るほか、希望する求職者と個別面談
ができます。

　事業規模に関わらず参加できます
ので、人材不足でお悩みの事業者は、
ぜひ参加ください。
　なお、ひろさき生活・仕事応援セ
ンターに企業登録をすると、毎月開
催する説明会の案内を提供するほ
か、無料で人材を紹介します。詳し
くは問い合わせを。
■問ひろさき生活・仕事応援センター

（駅前町、ヒロロ３階・就労自立支
援室、☎ 36・3776）

遺跡の分布調査を実施

　遺跡の保護業務において、公共事
業や民間事業による開発へ迅速に対
応するため、平成 14 年度から遺跡
の分布調査を実施しています。
　相馬地区を対象にした調査を本年
度も実施予定です。調査区域の地権
者や近隣にお住まいの皆さんには、
ご理解とご協力をお願いします。
▽調査区域　相馬地区（箆九枚の一
部）
▽調査期間　６月１日～７月 31 日
▽調査員　市職員および作業員＝５
人程度
▽調査方法　畑地などの踏査可能な
区域で、遺物（土器・石器など）の
表面確認と、散布状況を調査します。
※遺跡が発見されても発掘は行いま
せん。詳しくは問い合わせを。
■問文化財課（岩木庁舎内、☎ 82・
1642）

ペイジー・口座振替キャンペーン

　下記期間に口座振替の申し込みを
すると、抽選で景品が当たります。
▽期間　６月１日～８月 31 日
▽対象　市税（市県民税・固定資産
税・軽自動車税）・国民健康保険料・
介護保険料のいずれかの口座振替を
新規に申し込んだ人
※今年度の課税がない人や滞納があ
る人、給料・年金から特別徴収され
ている人は対象外となります。
▽景品　Ａ賞…国際シードルメッセ
で最高賞を受賞したタムラシードル
BRUT ＆石川スモークウインナー
ギフトセット（20 人）／Ｂ賞…お
菓子詰合せセット（20 人）／Ｃ賞
…ひろさきまるごと観光クーポン

（30 人）
▽特別賞　エコバックとたか丸くん

児童手当の現況届
忘れずに提出を
　児童手当を受給している人は、毎
年６月１日における児童の養育状況
などを記入した「現況届」の提出が
必要です。「現況届」は、６月分以
降の手当の受給資格を確認するため
のもので、該当者（職場での手続き
となる公務員を除く）には、５月末
に届出書類を送付しています。
　提出がない場合は、手当を受給で
きなくなりますので、忘れずに提出
してください。なお、届出書類が届
かない場合は問い合わせを。
▽提出期限　６月 30 日（金）
▽提出先　子育て支援課家庭支援係

（市役所新館３階）、岩木・相馬総合
支所民生課、各出張所
※６月 24 日・25 日は、子育て支
援課で休日受付を行います。
■問子育て支援課（☎ 40・7039）

市職員募集

【学芸員（美術工芸・歴史）】
▽採用予定　学芸員Ａ（美術工芸）
＝１人／学芸員Ｂ（歴史）＝２人
▽第一次試験　書類選考による
▽申込方法　教育政策課（岩木庁舎
３階）または人材育成課（市役所６
階）で交付する受験申込書に必要事
項を記入し、必要書類を添付の上、
７月 10 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）。
※受験資格や必要書類などの詳細
は、募集要項でご確認を（募集要項
は、市ホームページにも掲載）。
■問教育政策課（〒 036・1393、賀
田１丁目１の１、☎ 82・1639）

リーディングライブ
「卍の城物語」出演者を募集
　８月 23 日に開催する朗読劇、
リーディングライブ「卍の城物語」
出演者の選考会を行います。
▽とき　①６月 22 日の午後６時
半～、②６月 24 日の午後１時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）、
①大会議室／②中会議室
▽募集キャスト　リーディング（朗
読）／演奏（和楽器、管楽器等）／

 各種無料相談
名　称 内　容 とき ところ 問い合わせ・申込先

行政書士弘前コス
モス会無料相談会

相続・遺言を中心とした相談会（事
前の予約は不要） ６月13日（火）、午後１時半～３時半 多世代交流室２（駅

前町、ヒロロ３階）
ふたば行政書士事務
所（☎ 88・8781）

夜間・休日納税相談 日中や平日に納税相談ができない人
のための夜間・休日納税相談

夜間＝６月19日～23日の午後５時～７時半
／休日＝６月25日の午前９時～午後４時

収納課（市役所新庁
舎２階）

収納課（☎ 40・
7032、40・7033）

健やか育児相談
子育て相談（育児、食事、歯みがき、母
乳について）、講座「助産師による＜卒乳
のお話し＞」（午前10 時半～ 10 時50 分）

６月19日（月）、午前10時～11時 45分（受
付は午前 11時まで）

駅前こどもの広場
（駅前町、ヒロロ３階）

弘前市保健センター
（☎37・3750）

※母子健康手帳の持参を。歯の相談をする人は、普段使っている歯
ブラシも持参してください。

のびのび子ども相談
発達相談（ことばが遅い、落ち着きがな
いなど）。対象は市民で1歳以上の幼児と
その家族。母子健康手帳の持参を。
※6月５日～26日に申し込みを。

６月 27日（火）、午前９時半～午後３時（受
付は午後２時まで。事前の予約が必要） 弘前市保健センター

（野田２丁目）

こころの健康相談 本人や家族のこころの悩み、家族を
自死で亡くした人の悩みについて ６月 20日（火）、午前９時～ 11時（予約制）

健康相談・禁煙相談 生活習慣病の予防、健診結果、禁煙
など、健康や栄養について

弘前市保健センター＝６月 19日／ヒロロ（駅前町）３階健康エリア
＝６月９日・14日・25日
※時間はいずれも午前９時～ 11時（２日前までに要予約）
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有 料 広 告有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告 今月の市税などの納期

納期限
６月 30 日

☆今月は第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。

市・県民税　第１期

♥もっと②　弘前！！ 学生企画コーナー

春の女子旅 第 2 弾 ～前編～
　こんにちは、ひろ♡レポです。暖かい日が続き、春らしくなってきましたね。
お出かけをしたくてうずうずしている人も多いのではないでしょうか。そこで今
回私たちは、昨年に引き続き、女子旅第２弾と題して岩木山周辺を旅してきました。

羽黒神社（宮地字宮本）は、大同２（807）

年に坂上田村麻呂の眼病治療がきっかけで

建立されました。ここの清水で洗顔するこ

とで目の病が治った人が多く、たくさんの

人が参拝に訪れます。また、この清水でコ

ーヒーを入れると水道水で入れるよりもお

いしく、料理や飲み水としても利用される

そうです。一口飲んでみると、透明感のあ

る爽やかな味でした。

硫黄の香る足湯があります。

4月下旬から５月上旬に

かけて白く清楚な水芭蕉

の花が一面に広がります。

夏の夜は蛍も観ることが

できます！

今回は「ペンションワンダーランド」（常盤

野字黒森）で日曜ランチをいただきました！

ワンダーランドのランチはどれも手の込ん

だメニューばかりで、嶽キミやコゴミなど

普段食べる機会の少ない野菜をおいしくい

ただくことができました。また、ご家族で

経営しているためアットホームな雰囲気で

した☆　※日曜ランチは予約制。

1983年から開業し、今年で34年になります。
メニューは和洋折衷そろっており、ランチ営
業は日曜日だけですが、平日でも一品料理を
提供しています。メニューの材料をほとんど
自家栽培しているのがこだわりで、オススメ
メニューは「ピザ」です。生地から手作りして、
レシピは昔からそのままの34年変わらない
味になっています。

すてきな男性に

出会えますように

経営者の高田さん夫婦

 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（^ *^）

次号へつづく

羽黒神社でお参り

岩木さんぽ館
（常盤野字湯の沢）

ミズバショウ沼公園
（常盤野字湯段萢）

ペンションワンダーランドでランチ

AM 10：30

PM 2：00

PM 1：00

AM 11：30

おいしいものを食べて
足湯につかり大満足♪
次はどこへ行こうかな➡

➡

➡

教室名 とき ところ 内容 対象・定員 参加料 問い合わせ・申込先

①産後エクサ
サイズママ＆
ベビー

６月４日・18日の午後１時～
２時

ウィング弘
前（青山５
丁目）

ヨガやピラティスの
要素を取り入れなが
ら赤ちゃんと運動

生後３～12か
月の乳幼児と
母親＝10組

1回＝1944
円／月 2回
受講＝
3,240 円

事前に電話で、ウィング弘前（☎
38・8131）へ。

②弘前市民水
泳教室

６月 20日～ 23日、27日～
30日の午後０時半～２時半 河西体育セ

ンター（石
渡１丁目）

クラス分けを行い、
実力に合わせた泳ぎ
を練習します。

市民＝ 20人 無料
６月 13日までに、弘前水泳協会
（木村さん、☎ 34・8666または
携帯 090・5841・8300）へ。

③かけっこ教
室

６月 23日～７月 21日の毎
週水・金曜日、午後４時半～
６時（６月 28日は休み）

走る・跳ぶ等の全身
運動や、ラダー、ミ
ニハードル等用具を
使って足を動かすト
レーニング

市内の小学1
年生～４年生
＝ 20人

無料
６月 14日までに、河西体育セン
ター（〒036・8316、石渡１丁目
19の１、☎38・3200）へ。
（※１）（※２）

④岩木地区を
巡るノルディ
ックウオーキ
ング講座

①６月 22日・② 29日・③
７月６日、午前 10時集合 岩木Ｂ＆Ｇ

海洋センタ
ー（兼平字
猿沢）

①羽黒神社（宮地）８
㎞コース／②愛宕山
橋雲寺８㎞コース／
③革秀寺（駒越）８㎞
コース

６㎞以上のウ
オーキングが
できる市民＝
各回10 人
（先着順）

１回 300
円（レンタ
ルポールあ
り<別途
100円>）

各回の開催日前日までに、電話か
ファクス（住所・氏名・年齢・性
別・連絡先・参加日時を記入）で、
岩木Ｂ & Ｇ海洋センター（☎ 
82・5700、ファクス 82・5701）へ。

⑤幼児児童水
泳教室（火曜
日・木曜日教室）

火曜日コース＝７月４日、11
日、18日、25日／木曜日コ
ース＝７月６日、13日、20日、
27日（ともに午後４時～５時）

水慣れ、潜水、けのび、
キックなど

市内の保育園・
幼稚園年長児
～小学校２年
生まで＝各コ
ース20人

無料

６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）（※２）

⑥韓氏意拳講
習会

①６月16日、韓氏意拳養生功
講習会＝午後６時半～、②６
月17日、韓氏意拳初級講習会
＝午後１時15分～、③剣体研
究会講習会＝午後４時～

清水交流セ
ンター（大
開２丁目）

①②＝中国武術の講
習、③=木刀や杖を
使った武術の自然な
動作

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）へ。

⑦体スッキリ
楽々体操教室

７月３日～９月 25日の毎週
月曜日、午前 10時～ 11時 市民体育館

（五十石町）
フィットネ
スルーム

ストレッチ・バランス
力・脳トレ体操 市民＝12人 無料 ６月 15日（必着）までに、市民

体育館（〒036・8362、五十石
町７、☎36・2515）へ。
（※１）（※２）

⑧健康エクサ
サイズ

７月６日～９月 21日の毎週
木曜日、午前 10時～ 11時

ストレッチ・有酸素運
動・筋力アップ 市民＝12人 無料

⑨お腹スッキ
リ！骨盤リセ
ット体操教室

７月４日～８月29日の毎週
火曜日、午前コース=10時
～ 11時、午後コース＝１時半
～３時半

克雪トレー
ニングセン
ター（豊田
２丁目）会
議室

タオルを使った体操、
ストレッチポールを使
った骨盤リセット体
操、呼吸エクササイズ

市民＝15人 無料

６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）（※２）

⑩体力づくり
＆ウォーキン
グ教室（水曜
日コース）

７月５日～９月 20日の毎週
水曜日、午後２時～３時半

ヒロロ（駅
前町）３階
健康ホー
ル・イベン
トスペース

ストレッチ体操、筋力
トレーニング、障がい
物を使用してのウオー
キング

市民＝20人 無料
６月 15日（必着）までに、運動
公園（〒036・8101、豊田２丁
目３、☎ 27・6411）へ。
（※１）（※２）

⑪産後のスト
レッチ教室

７月６日～ 27日の毎週木曜
日、午後２時～３時

金属町体育
センター　
集会室

赤ちゃんと楽しみなが
らのストレッチや簡単
な筋力トレーニング

生後６～12か
月の乳幼児と
母親＝５組程
度

無料 ６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）（※２）⑫ソフトバレ

ー体験教室
７月７日～21日の毎週金曜日、
午前10時～11時45分

金属町体育
センター　
体育室

ソフトバレーボールの
基本 市民＝ 12人 無料

⑬からだスッ
キリ実践講座 
２クール目

７月 26日～９月 27日の毎
週水曜日、午前 10時半～正
午（受け付けは午前 10時～）

ヒロロ（駅
前町、３階）

膝、腰、関節に痛みや
不安のある人向けの機
能改善、悪化予防を目
的とした、無理なく楽
にできる体操

ひざ・腰・関
節に痛みや不
安を感じる40
歳以上の市民
＝ 50人

無料

６月５日～ 23日（必着）までに、
弘前市保健センター（〒036・
8711、野田２丁目７の１、☎37・
3750）へ。
（※１）（※２）

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名・⑤は保護者名と性別・⑦⑧は性別・⑪は乳幼児（何か月）・
⑬は痛みを感じる部位を記入の上、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
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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。

検　診 　市の各種検診は、年度内に１回受診できます。

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 ６月 28 日・29 日／
受付＝午後０時半～１時半 平成 27 年 12 月生まれ

３歳児 ６月７日・８日／
受付＝午後０時半～１時半 平成 25 年 11 月生まれ

１歳児歯科 ６月 14 日・15 日／
受付＝午後０時半～１時 平成 28 年６月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成 26 年 12 月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室

６月 21 日（水）、午後１時
～２時半／受付＝午後０時
半～ 1 時

平成 2 ９年１月生まれ
＝ 25 組（先着順） ６月８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

※バスタオル・おむつ・ミルクの持参を。

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（６月５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

６月９日～ 11 月 10 日の
毎月第 2・4 土曜日

（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

６月 14 日・23 日・25 日・
29 日・７月 1 日
※６月 29 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。

 

定期予防接種など

【B 型肝炎・ヒブ・小児肺炎球菌・
４種混合・不活性化ポリオ・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】
　定期予防接種は、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。平成 28 年 10 月から定期
接種となったＢ型肝炎ワクチンは、
１歳の誕生日前まで３回の接種が必
要です。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　①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、②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り、身
体障害者手帳１級程度の障がいのあ
る人
※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。

【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
　対象者には個別に通知していま
す。詳しくは問い合わせを。

【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
▽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が対象で
す。事前の申請が必要。詳しくは問
い合わせを。

　総合検診車による胃・肺・大腸が
ん検診を実施します。肺がん検診は
医療機関で実施していませんので、

受診をお勧めします。
▽とき　６月 25 日
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　総合検診車による胃・肺・
大腸がん検診
▽対象　40 歳以上の市民（職場で

受診できる人を除く）
▽定員　50 人（先着順）
▽料金　1,900 円（市の国保加入
者は 950 円、70 歳以上の人は無料）
■問い合わせ先　６月５日～ 20 日
に、健康づくり推進課（弘前市保健
センター内、☎ 37・3750）へ。

日曜がん検診

　　　「予防歯科」で大切　　
　　　な歯を守りましょう！

～「おいしい」と「元気」を支える丈夫な歯～

市では下記のような歯科保健事業を行っています。
自分や子どもの歯を大切にするためにも、ぜひご利用ください。

事業 １歳児歯科健診 ２歳児歯科健診 成人歯科健診 マタニティ歯科健診
対象 11 か月～ 12 か月（１歳

５か月まで受けられます）
２歳６か月～２歳
７か月

30歳・40歳・50歳・
60歳・70歳の人 市内に住民票がある妊婦

内容
歯科健診、歯科講話、ブ
ラッシング指導、保健指
導、栄養指導

歯科健診、希望者
にはフッ素塗布あ
り（無料）

歯科健診（歯および
歯周組織等口腔内診
査）

歯の状況、歯肉の状況、その他口の
中や顎の状況、健診結果に基づく歯
科保健指導（※レントゲン検査はあ
りません）

周知方法 広報ひろさき、健康と福
祉ごよみ、対象者に通知

広報ひろさき、健康と福祉ごよみ、対象
者に受診券を送付

ホームページ、子育て応援情報ウェ
ブサイト「ぎゅっと！」

実施場所 弘前市保健センター 各指定歯科医療機関で予約のうえ、受診してください

いつまでも歯を大切に ６月４日～ 10 日は、歯と口の健康週間で
す。この機会に自分の歯の健康について考
えてみませんか。

■問い合わせ先　弘前市保健センター（野田２丁目、☎ 37・3750）

　近年、歯と口の健康は、全身の健
康とも関わりがあることがわかって
きており、生活の質を維持・向上さ
せる点においてとても重要です。そ
こで、予防歯科は歯みがきなどの毎
日の歯のお手入れや定期的な歯科健
診・治療をしていくことで、むし歯
や歯周病を予防し、健康な歯を保と
うという考え方です。予防歯科は、
主に自分で行うセルフケアと歯科医
院で行うプロフェッショナルケアの
２種類に分かれます。

【セルフケア】
歯科医院で習った正しい歯みがきを
自宅で行い、歯に付着したプラー
ク（歯垢）の量を減らしてむし歯や
歯周病にならないようにすることで
す。しかし、歯みがきだけではお口
の中の汚れや細菌を完全には取り除
くことができません。そこで、デン

タルフロスや歯間ブラシといった歯
間清掃用具を使い、歯と歯のすき間
の汚れをかき出したり、デンタルリ
ンスやマウスウォッシュを使うこと
で口内の細菌の繁殖を防ぎます。

【プロフェッショナルケア】
歯や歯茎の健康状態のチェックや、
個人に合った歯みがきの仕方などセ
ルフケアを指導します。必要時には
歯石をとったりフッ素を塗布したり
します。また、専用の器具で、歯だ
けでなく普段の歯みがきでは磨くの
が難しい歯周ポケットに入り込んだ
汚れまで徹底して落とします。最後
には歯の表面をツルツルに仕上げ、
汚れが付きにくいようにします。

　　　自分にあった
　　　予防法を知ろう

　予防歯科はセルフケアとプロ
フェッショナルケアの２つのケア
を組み合わせることで成り立ちま

す。どんなに歯ブラシが上手な人で
も、生活習慣や食生活の変化、年齢
によって、むし歯や歯周病を招く可
能性もあります。そこで、自分で行
うセルフケアだけではどうしても清
掃できない部分を、歯科医院での定
期的なプロフェッショナルケアで
補ってあげる必要があります。また
治療が終わった人こそ定期的な健診
は重要です。治療した歯にむし歯菌
が侵入し、むし歯が再発することも
あります。治療が終了しても安心せ
ず、より一層むし歯や歯周病の予防
に心掛けなければなりません。口の
中の状態は、その人によって違いま
す。自分の状態のリスクに合った歯
科医院でのプロフェッショナルケア
を伴わせて行うことで予防効果も高
まり、再治療を防いだり、再治療に
なってしまった場合でも重症にはな
らずに治療回数も少なく済みますの
で、上手に歯科医院と付き合ってい
きましょう。

　今年の禁煙週間のテーマは、「2020 年、受動喫煙のない社会を目指して～たばこの煙から子ど
も達をまもろう～」です。
　平成 28 年 8 月、15 年ぶりに厚生労働省から出された「喫煙と健康」（たばこによる健康影響
に関する報告書）によると、受動喫煙（他人のたばこの煙を吸うこと）によって、「乳幼児突然死
症候群（SIDS）」や子どもの「喘息」等の危険性が高くなることがわかっています。
　子どもたちの健康を守るために、皆さんのご協力をお願いします。たばこの健康影響に関する詳
しい情報は、市のホームページをご覧ください。

５月31日は「世界禁煙デー」、
５月31日～６月６日は「禁煙週間」です　

市ホームページの情報は、
右のＱＲコードからも
ご覧になれます。
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子

７月１日号の投稿募集

　～川柳のお題～
　「香」

７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、
６月８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７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、６月８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、☎ 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

６月生まれ

中
なかむら

村 実
み の り

理くん
H28.6.24 生（西大工町）

秋
あきもと

元 大
た い が

河くん
H28.6.2 生（東城北 3）

石
いしおか

岡 尚
な お と

翔くん
H28.6.30 生（大開 1）

 

齊
さいとう

藤 尚
なお

くん
H28.6.10 生（自由ヶ丘 1）

 

及
おいかわ

川 楓
ふ う か

夏ちゃん
H28.6.3 生（紺屋町）

板
いたがき

垣 桃
もも

ちゃん
H28.6.8 生（広野 2）

前
ま え だ

田 蓮
れ ん と

翔くん
H28.6.5 生（富栄）

石
いしおか

岡 友
ともかず

和くん
H28.6.25 生（茂森新町 1）

佐
さ と う

藤 千
ち ほ

歩ちゃん
H28.6.7 生（堅田４）

 

下
しもやま

山 結
ゆ な

菜ちゃん
H28.6.21 生（西城北 1）

 

柿
かきざき

崎 光
ひかり

 ちゃん
H28.6.10 生（茂森新町 2）

 

金
か ね た

田 真
し ん り

理くん
H28.6.26 生（三和）

 

中
なかむら

村 心
こ の か

香ちゃん
H28.6.21 生（広野 1）

 

熊
くまさか

坂 律
り つ ほ

歩ちゃん
H28.6.20 生（一番町）

 

高
た か や

谷 莉
り お

緒ちゃん
H28.6.8 生（川先１）

 

佐
さ と う

藤 楓
ふ あ

杏ちゃん
H28.6.6 生（小沢）

 

佐
さ と う

藤 陽
ひかり

 ちゃん
H28.6.7 生（広野 1）

 

土
つ ち や

屋 勇
ゆ う た ろ う

太郎くん
H28.6.21 生（山崎 5）

 

木
き だ て

舘 優
ゆ う ご

護くん
H28.6.20 生（城西 2）

高
た か や

谷 曹
そういちろう

一郎くん
H28.6.22 生（藤代 3）

 

竹
たけなか

中 翔
しょうり

理くん
H28.6.7 生（在府町）

Happy Birthday to you!

 

宮
みやかわ

川 幸
こ う が

芽くん
H28.6.16 生（取上５）

教えて！たか丸くん
クイズの答え

答えは、②の約 251万人だよ。
４月 22日～５月７日の期間で
弘前公園を訪れた人は昨年より
約 15万人も多かったんだ。今
年はさくらまつり 100 年目を
記念して、人力車や中濠観光舟
も運行されたよ。来年は 100
周年だからもっと多くの人が、
桜を見に弘前
へ来てくれる
とうれしいな！

※質問は 12ページに
掲載。
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　蛯ちゃん（蛯名副市長 !?）が、市の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 ３．子ども編

伝えたい！市の想い！伝えたい！市の想い！

（※１）（※２）関連記事を 32 ページに掲載。詳しくは市ホームページをご覧ください。
（※３） 青少年夢実現チャレンジ支援事業費補助金：国内は１万 5,000 円、国外は５万円を上限に補助。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎ 35・1194）／学校指導課（☎ 82・1644）／文化スポーツ振興課（☎ 40・7115）

その前に・・・ それってどんな
学習なの？

健康と体の関係に
ついて学んだり、
実際に血圧計や歩
数計を使って健康
の大切さについて
学ぶんだ！

今回はヤマフクくんの
友達の私が紹介するよ！

●②

●⑤ ●⑥

●⑧

●⑦

●⑩

●⑮

●⑯

●⑨

そのとおり！

●④

知ってたけど、それを解消
するために何か取り組みを
しているの？

全市立小・中学
校で、「弘前式健
康教育コアカリ
キュラム」を
スタートさせた
んだ！

●① 子どもも大きく
なってきたけど、
今、学校ではどん
なことをしている
のかしら？

蛯
ち
ゃ
ん
初
登
場

子どものころから、自分の
体の健康を意識し、元気で
長生きできるようにしよう
という「健康教育」の取り
組みを進めているよ！

？？？

そういえば、今月ソフ
トボールの国際大会
（※ 1）が弘前で行わ
れるって聞いたよ。

●⑪

それに、今年から「甲子園」に出
場するための全国高等学校野球選
手権青森大会も「はるか夢球場」
をメイン会場として行われるよ！

 次号へつづく…

今年は、ソフトボールだけ
ではなくプロ野球一軍戦も
行われるんだ！（※ 2）

はるか夢球場の改修が終わり、
子どもたちが一流のプレーを間近
で見れるようになったんだよ！

●⑫

●⑬

●⑭

●⑱

そうなんだ！
元気な人が増えて、
活気ある弘前、そ
して青森県になる
といいね！

●③

市は子どもたちの

健康であるために欠か
せないものの１つに
「運動」や「スポーツ」
があるよ。

青森県が短命県
だって知ってた？

県外や海外などで開催さ
れる研修会などへの参加
費用について、市が補助
しているんだ！（※３）

６月 18 日～ 21 日
はるか夢球場

夢を実現させるぞ～！

●⑰

を応援します！

エビ

ほかにも子どもたち
の夢を実現するため
の取り組みを行って
いるよ。

夢

✂
食改さん
おすすめ
レシピ

津軽の郷土料理レシピ　 ねりこみ
File.66 弘前市食生活改善推進員会

30

そして、ぼくは旅に出た。
大竹 英洋 著　あすなろ書房

太陽と月の大地 
コンチャ・ロペス＝ナルバエス 著　宇野和美 訳
松本里美 画　福音館書店

アントワネット 
ケリー・ディプッチオ 文
クリスチャン・ロビンソン 絵　木坂涼 訳　講談社

レスキュードッグ・ストーリーズ 
樋口明雄 著　山と溪谷社

きたきつねとしろふくろうたすけあう
手島圭三郎 絵・文　絵本塾出版

■１人分の栄養量 ： エネルギー／ 155kcal、タンパク質／ 3.4g、カルシウム／ 73㎎、食塩相当量／ 0.8g

①さつまいもは皮をむき、大きめの乱切りにし、水にさらす。
人参は小さめの乱切り、油あげは熱湯をかけて油ぬきを
し１ｃｍの角切りにする。角こんにゃくはスプーンで一口
大にカットする。

②なべに分量の水と人参を入れ、火にかけ５～６分くらい
煮る。さつまいも、角こんにゃく、油あげを入れ、砂糖、
塩を加えて煮る。

③さつまいもがやわらかくなったら、グリンピースを入れる。
④片栗粉を同量の水（大さじ２）で溶いたものを加え、とろみが付いたらさっと煮て、

火を止める。

 
材料（4 人分）

さつまいも …150g（小１本）
人参…………70g（1/2 本）
油あげ………… 50g（1枚）
角こんにゃく…120g（1/2枚）
水………………… 600ml
砂糖………………大さじ 3
塩…………… 小さじ 1/2
片栗粉……………大さじ 2
グリンピース（ゆで） …20g

●ねりこみはくず粉でとろみを付け、ねりこむようにして作ったことから「ねりこみ」
と呼ばれ、砂糖をたっぷり入れるので、お正月や冠婚葬祭など、行事の度に
よく食べた懐かしい津軽のおもてなし料理です。

●６月２５日（日）、ヒロロで「ふるさとの食べ物で健康！」をテーマに食育フェス
ティバルを開催します。ねりこみの試食がありますので、気軽にヒロロ３階イ
ベントスペースにぜひ、こいへ～。

ポイント！

ＮＥＷ　ＢＯＯＫＳ　ＣＯＭＩＮＧ ＵＰ 弘前図書館近着図書紹介

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）
蔵書点検のため、6月14日㈬か
ら23日㈮まで休館となります。
■問 ☎ 32・3794

キリスト教徒の伯爵令嬢マリアと、イス
ラム教徒であり、伯爵家に長年仕える一
家の息子エルナンド。２人には恋が芽生
えるが次第に引き裂かれ…。16 世紀ス
ペインを舞台とした歴史小説。

妻と別れた男が滑落して骨折。携帯電
話が通じないまま寒い夜を迎え…。「遺
書」「山の嫌われ者」など南アルプス山
岳救助隊と救助犬の活躍を描く山岳小
説短編集。全12編を収録。

きたきつねは、しろふくろうの食べ残し
をもらい厳しい冬をしのいでいました。
ある日、しろふくろうがからすに襲われ
ていました。その時…。自然の中でたく
ましく生きる動物の物語。

犬のアントワネットは、兄弟たちのよう
に得意なことがみつかりません。ある日、
友だちが迷子に。必死で探そうとした時
何かひらめきました。全米大ヒット絵本

『ガストン』の姉妹編。

夢で見たオオカミに導かれ東京から北米
の森へ。写真家を目指す彼は、世界的な
写真家や探険家と出会い暮らすことに。
北米に広がる森と湖の世界で得た体験、
そして学んだこととは…。
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　６月 28日に開催されるパシフィックリーグ公式戦「東北楽天ゴールデンイーグルス Vs. オリックス・バファローズ」
の当日は、運動公園周辺は交通規制等により車の進入が禁止となり、運動公園内の駐車場も一般開放を行いませんので、
公共交通機関等をご利用ください。当日は JR奥羽本線、弘南鉄道弘南線で臨時列車を運行します。弘南バスでは弘前
駅城東口～運動公園間でシャトルバスを運行します。詳しくは市ホームページをご覧ください。

　はるか夢球場のリニューアルを記
念して、市内の子どもたちとセレモ
ニーを開催します。よしもとクリエイ
ティブ・エージェンシー所属のキュー
ティーブロンズによる司会で、特別ゲ
ストとしてりんご娘も出演します。
▽とき　６月３日（土）、午前９時～

第 47 回弘前市スポーツ少年団
野球大会

第５弾

　県内では 29年ぶりとなるプロ野球
一軍公式戦を開催！
▽とき　６月 28日（水）
　　　　午後６時試合開始

第４弾

第３弾

第７弾

　高校球児の夢舞台である「甲子
園」出場を懸けた戦いが、今年か
ら、決勝戦まで「はるか夢球場」
で開催！
▽とき　７月 14日～ 26日

第６弾

　2020 年東京オリンピック出場
に向けて、女子ソフトボール台湾
代表チームが強化合宿を実施。
▽とき　７月３日～９日

　中学生球児にとって最大と
なる大会を、生まれ変わった
「はるか夢球場」で開催！
▽とき　６月 10日、11日

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

全日本クラブ野球選手権
青森県大会

チャイニーズ・タイペイ
女子 U ︲19 代表強化合宿

第 99 回全国高等学校野
球選手権青森大会

プロ野球パシフィック・リーグ公
式戦　東北楽天ゴールデンイーグ
ルス対オリックス・バファローズ

　当市の市民球団である「弘前ア
レッズ」が昨年に引き続き全国大会
出場を目指し、戦います。
▽とき　６月 24日、25日

　このボールパークの主役である
子どもたちによるリニューアル後
初の野球大会を開催します。
▽とき　６月３日・４日

注意事項

 

はるか夢球場（弘前市運動公園野球場）

リニューアルイベント

第１弾
はるか夢球場リニューアルオープン
記念セレモニー

第２弾
弘前地区中学校体育大会
夏季大会軟式野球競技

　平成 27年度から改修してきた「はるか夢
球場」（豊田２丁目）がついに完成しました。
完成にあたり、リニューアルイベントを開催
します。ぜひ、ボールパークとして生まれ変
わった「はるか夢球場」にお越しください！
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎
40・7115）

○ 6 月 18 日　日本対チャイニーズ・タイペイ／
GEM4（U23日本代表）対中国／韓国対チャイニー
ズ・タイペイ
○ 6月 19 日　中国対チャイニーズ・タイペイ／韓
国対GEM4（U23日本代表）／日本対中国
○ 6月 20日　中国対韓国／GEM4（U23日本代
表）対チャイニーズ・タイペイ／日本対韓国
○ 6月 21 日　日本対GEM4（U23日本代表）／
予選 3位対予選 4位／予選 1位対予選 2位
※詳しくは大会ホームページ（http://www.
softball.or.jp/asiancup/）をご覧ください。


