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「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき
 「広報ひろさき」録音版を希望する人は広聴広報課（☎ 35・1194）までお知らせください。

　今年はヒロロ（駅前町）を会場に、「市民の健康まつり」
を開催します。
　健康に関するクイズラリーや各種健康相談コーナー、
検査や測定、特別講演会など、内容も盛りだくさんです。
入場は無料ですので、家族そろってぜひおいでください。
▽とき　7月９日（日）、午前10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階ヒロロスクエア、４階
市民文化交流館ホール
※ヒロロ駐車場、弘前駅中央口駐車場、弘前駅城東口駐
車場は、市民文化交流館受付窓口（ヒロロ３階）で駐車券
を提示すると３時間まで無料となりますが、混雑が予想
されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
■問い合わせ先　健康づくり推進課（弘前総合保健セン
ター内、☎37・3750）

第31回

市民の健康まつり
7 月９日（日）

 

▽とき　　7月９日（日）
　　　　　午後２時～３時
▽ところ　市民文化交流館ホー
ル（ヒロロ４階）
▽入場料　無料
▽講師　蓮尾豊さん（あおもり
女性ヘルスケア研究所所長）

特別
講演会

「思春期から老年期まで女性が健康に
生きるための10箇条」
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看護専門学校コーナー 白衣体験・測定（握力、酸素飽和度、肺活量）・学校紹介 など
歯科健康相談コーナー 歯科医による健康相談
薬と健康の教室コーナー 薬剤師体験・お薬相談・呼気中一酸化炭素濃度測定
心肺蘇生法（AED）体験コーナー 心肺蘇生法（AED）体験・応急手当のDVD上映
血糖検査コーナー 自己血糖測定
歯（は）つらつ健口コーナー ブラッシング指導・健口（けんこう）体操指導・歯ブラシキャップ作り など
歯科技工士会コーナー ミニチュア入れ歯製作・指型模型製作体験・パネル展示 など
食生活改善コーナー 手軽にできる 100kcal おやつの試食
理学療法コーナー 測定（長坐体前屈、30秒間立ち上がり）・相談・粗品進呈 など
認知症予防 ･転倒予防コーナー 棒反応テスト・認知症相談 など
栄養相談コーナー 減塩味噌汁試食・栄養相談・フードモデル展示 など
診療放射線技師会コーナー 骨密度測定・放射線に関するビデオ上映 など
糖尿病相談コーナー 糖尿病療養指導・相談
マタニティとパパとママと家族コーナー 妊娠中と産後の骨盤ケアの個別指導・妊婦体験 など
言語聴覚士ってなに？コーナー 聴覚検査体験・相談・コミュニケーション機器展示 など
健康寿命アップコーナー 健康寿命アップのためのさまざまな情報提供・測定
クイズラリー ヒロロスクエア内 8カ所を巡ってのクイズラリー
ポスター、川柳、俳句作品展示 健康を題材にした市内小学生の作品展示（13日まで）

イベント名 内　容
市
民
文
化
交
流
館

ホ
ー
ル よい歯のシニアコンテスト

とき…７月９日／受付…正午～午後０時 15分／審査…正午～午後０時半／
表彰式…午後０時半～１時／対象…65歳以上で自分の歯が 20本以上ある人
／問い合わせ先…弘前歯科医師会（☎ 27・8778）

ポスター、川柳・俳句入賞者表彰式 とき…７月９日、午前 10 時半～ 11 時半／問い合わせ先…健康づくり推
進課（☎ 37・3750）

今年はヒロロで開催！たか丸くんもやってくるよ！

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.６.１５
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　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。
▽対象　開催地区の市民

※他地区の開催日程は広報ひろさき次号などで順次お
知らせします。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎ 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

和徳 ７月７日
午後６時半～７時半

和徳公民館（大久保字
沼田）講堂

船沢 ７月 11 日
午後３時半～４時半

船沢公民館（折笠字宮
川）第１会議室

時敏 ７月 13 日
午後１時半～２時半

社会福祉センター（宮
園２丁目）大会議室

新和 ７月 14 日
午後６時～７時

新和地区体育文化交流
センター（種市字木
幡）郷土芸能習得室

弘前市の新しい総合計画
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！

　平成 30年４月から、常盤野小・中学校（常盤野字
湯の沢）を小規模特認校に指定し、市内全域から入学・
転学する児童生徒を募集します。
　小規模特認校制度とは、特色ある教育環境の小規模
校で学びたい子どもたちが、通学区域外の市内のどこ
からでも通うことができる制度です。
　常盤野の豊かな大自然の中で、体験活動を生かした
教育や子どもたち一人一人に寄り添うきめ細やかな指
導を受け、学校生活を過ごしてみませんか。
▽入学・転入学の時期　平成30年４月１日
▽受付期間　10月２日～ 12月 20日
▽募集定員　小・中学校ともに各学年10人程度
▽就学期間　原則、入学時から卒業まで

【説明会、見学会および体験入学】
▽とき　①７月３日の午後２時～３時、②７月30日
の午前 10時半～ 11時半、③８月 19日の午後１時

常盤野小・中学校で

小・中学生も
対象となりました

　子ども医療費給付制度（通院分）の対象は、小学校
就学前までとしていましたが、平成 29年 10月診療
分より、小学校就学から中学校卒業を迎える年度まで
の児童・生徒も給付の対象となりました（所得制限あ
り）。なお、給付を受けるには事前の申請が必要です。
▽申請期限　８月31日（必着）
▽申請場所　子育て支援課（市役所新館３階）／岩木
総合支所民生課／相馬総合支所民生課

▽申請に必要なもの　受給資格認定申請書／児童の保
険証／印鑑（シャチハタ不可）／申請者名義の口座（通
帳、キャッシュカード等）／マイナンバー（通知カー
ドなど〈児童生徒と保護者両方〉）
※その他、所得課税証明書が必要な場合もあります。
■問い合わせ先　子育て支援課（☎ 40・7039）／
岩木総合支所民生課（☎ 82・1628）／相馬総合支
所民生課（☎84・2111）

平成28年度弘前市パブリックコメント制度実施結果実施結果を
公表します

　平成 28年度は６の施策について実施され、１件の
意見が寄せられました。各施策の実施状況は下表のと
おりです（募集開始年月日順）。

　なお、結果はすべて市ホームページで公表していま
す。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎35・1194）

募集期間 意見などの
提出件数

政策案の
修正の有無 問い合わせ先

①弘前市地域公共交通網形成計画（素案） 4月15日～ 4月30日 ０件 無 都市政策課（☎ 35・1124）
②弘前市新型インフルエンザ等対策行動計
画（案） 8月 1日～ 8月16日 ０件 無 健康づくり推進課（☎ 37・

3750）
③弘前市立地適正化計画（素案） 10月11日～10月31日 １件 無 都市政策課（☎ 35・1134）
④第２次弘前圏域定住自立圏共生ビジョン
（案） 1月20日～ 2月 8日 ０件 無 ひろさき未来戦略研究センター

（☎ 40・7016）
⑤ひろさきライフ・イノベーション戦略
（案） 2月24日～ 3月15日 ０件 無 ひろさき未来戦略研究センター

（☎ 40・7021）
⑥弘前型スマートシティ構想（改訂案） 3月 8日～ 3月23日 ０件 無 スマートシティ推進室（☎

40・7109）

学びたい子どもたちを市内全域
から募集します！

子ども医療費給付制度の対象を拡充しました

半～２時半、④８月 28日の午後２時～３時、⑤ 10
月 16日の午前９時～ 10時、⑥ 12月４日の午前９
時～10時
▽ところ　①・④・⑤・⑥＝常盤野小・中学校／②・
③＝ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室２
※②・③は説明会のみ実施／説明会や体験入学を希望
する場合は、事前に学校づくり推進課へ連絡を／詳し
くは市ホームページをご覧ください。
■問 い 合 わ せ 先　 学校づくり推進課（☎ 82・
1645）

 やめよう！不法投棄
　ごみを人目につかない
山林や空き地などに捨て
る人がいます。不法投棄
されたごみにより、自然
環境や景観が悪くなるだ
けでなく、元に戻すため
には多くの労力と費用を
要します。
　また、家庭ごみ集積所でも、故意に市で収集しない
ごみを捨てたり、事業活動に伴って排出されるごみを
捨てる行為は不法投棄にあたる場合があります。

野焼きはやめましょう
　家庭や事業所から出たごみを、ドラム缶に入れて焼
却したり、空き地や河川敷などで焼却したりする「野
焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で
禁止されています。
　野焼きは、悪臭や煙による近隣トラブルにつながる
ほか、ダイオキシン類などの有害物質を発生させるな
ど、健康への影響が心配されます。
　例外として、農業を営むためにやむを得ないものと
して行う焼却は法律で禁止されていませんが、周辺住
民などからの苦情が出ないように、煙やにおいには注
意を払ってください。

　重い罰則が科せられます！
不法投棄や野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、５年以下の懲役もしくは1,000万円
以下の罰金（法人は３億円）またはその両方の罰則が課せられます。

■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎35・1130、32・1952）

環境ニュース環境ニュース

敷地内の雑草や害虫などの対処はお早めに
　空き地や空き家、家庭の庭などで、雑草が茂ったり
害虫が発生したりして困っているとの相談が近隣住
民から寄せられています。空き地などの所有者や管理
者は、近隣住民の生活に迷惑を掛けないよう、定期的
に雑草を刈り取ったり、害虫の駆除を行ったりするな
ど、適切な管理をお願いします。

被害が大きくならないうちに対処しましょう
　また、樹木に害を及ぼすガの一種のアメリカシロヒ
トリの駆除には、地域ぐるみで薬剤散布を実施するこ
とが効果的です。そのため、市では町会を対象に薬剤
噴霧器の貸し出しを行っていますので、詳しくはお問
い合わせください。なお、自分で対処できない場合は、
害虫駆除業者や造園業者などにご相談ください。
■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎ 36・
0677）

自然環境を守り、良好な景観を維持していくために
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昨年度の状況を
報告します 市の情報公開・個人情報保護制度

【情報公開について】
　市民の皆さんの一層の市政参加と、市政に対する的
確な理解を深めるため、「情報公開条例」で、市が保
有する公文書の開示を請求する権利を定めています。
平成 28年度の公文書開示請求などの状況は下表のと
おりでした。

○公文書開示請求の件数および決定の状況

区分 件数
決定の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ ･ 却下

開示請求 184 140 36 4（4） 4
開示申出 0 0 0 0（0） ０

計 184 140 36 4（4） 4
○開示決定などに対する不服申立件数

区分 件数
処理の状況（件）

容認 一部
容認 棄却 却下 諮問等

手続中 審理中
審査請求 2 0 0 0 0 2 0

※苦情の申し出はありませんでした。

【個人情報保護制度について】
　個人の権利・利益を保護するため、「個人情報保護
条例」で、個人情報の適正な取り扱い方と、市が保有
する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する
権利を定めています。平成28年度の個人情報保護条
例の運用状況は下表のとおりでした。

○保有個人情報開示請求の件数および決定などの状況

区分 件数
決定などの状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ・却下

開示請求 8 5 3 0（0） 0
※上記のほか、職員採用試験に関する口頭による開示
請求が 81 件ありました。

　社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と罪を
犯した人たちの更生に理解を深め、それぞれの立場で
力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうと
する全国的な運動です。
　『犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くた
めの取組を進めよう』『犯罪や非行をした人たちの立
ち直りを支えよう』の２つを行動目標として掲げ、「出
所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増
やすこと」「帰るべき場所がないまま、刑務所から社
会に戻る人の数を減らすこと」「薬物依存からの回復
と社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ること」

社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

みんなで支え合い
明るい社会に

「犯罪をした高齢者・障がい者などが、社会復帰に必
要な支援を受けられる環境を作ること」を重点事項に
運動を展開します。この機会に、立ち直ろうとする人
を受け入れ、支えるために何ができるか考え、できる
ことから始めてみましょう。
　７月は強調月間として、決起大会を行います。皆さ
んの参加をお待ちしています。
▽とき　７月２日（日）、午前10時半～正午
▽ところ　市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４
階）
■問い合わせ先　福祉政策課（☎40・7037）

下水道の処理区域が広がります早めの水洗化に
ご協力を

　公共下水道の処理区域が、７月１日から広がります。
▽対象　藤代三丁目、藤代五丁目、藤代字広田、龍ノ
口字村元、龍ノ口字左り田、俵元一丁目の各一部　
　新たな処理区域の皆さんには、下水道の接続などに
ついてのお知らせを送付しますので、早めの水洗化に

ご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資あっせん制度などが
ありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
■問い合わせ先　上下水道部総務課（岩木庁舎内、☎
55・6895）

○保有個人情報訂正請求の件数および決定の状況

区分 件数
決定の状況（件）

訂正 部分訂正 不訂正
訂正請求 1 0 1 0

※利用停止請求はありませんでした。
※開示決定等に対する不服申し立てなどはありません
でした。
※事業者に対する勧告、説明または資料の提出要求な
らびに事業者が勧告に従わなかった旨の公表はありま
せんでした。
■問い合わせ先　法務契約課（☎35・1137）

  

　平成29年度第２回弘前市建築審査会を開催します。
▽とき　６月28日（水）、午前10時～
▽ところ　市役所新庁舎３階防災会議室
▽議題　日影による中高層の建築物の高さの制限に係
る特例許可の同意について
▽申請内容　申請者…佐藤敬（国立大学法人弘前大学
学長）／建築場所…在府町５番地／申請建築物概要…
用途＝大学、構造規模＝鉄骨造２階建、申請部分の延
べ面積＝約855㎡
▽一般傍聴　定員＝10人／受付場所＝市役所新庁舎

建築審査会を開催しますどなたでも
傍聴できます

３階防災会議室／受付時間＝当日の午前９時半～９時
50分
※定員を超えた場合は、抽選により決定します。
▽傍聴の注意事項
静粛に傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を
表明しないこと／写真撮影、録画、録音等を行わない
こと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りで
はありません／その他、会議の支障となる行動をしな
いこと
■問い合わせ先　建築指導課（☎40・7053）

知識・経験を生か
してみませんか ひろさき未来戦略研究センター研究員を募集

　市の総合計画である「弘前市経営計画」の推進に資
する政策研究に取り組む研究員を募集します。
▽応募資格　市内に在住または市内に通勤・通学して
いる20歳以上の人
※議員、公務員を除く。
▽募集人数　５人程度
▽応募方法　６月30日（当日消印有効）までに、「ひ
ろさき未来戦略研究センター研究員申込書」に必要
事項を記入の上、持参か郵送またはＥメールで、ひ
ろさき未来戦略研究センター（〒 036･8551、上白

銀町１の１、市役所新館５階、Ｅメール hif@city.
hirosaki.lg.jp）へ。
※申込書は市ホームページからダウンロードできます。
▽選考方法　書類審査（論文、面接などを併せて選考
する場合あり）
▽その他　報酬はありませんが、研究に関する先進事
例視察が必要な場合、１回に限り５万 2,000 円を上
限に旅費を支給します。
■問い合わせ先　ひろさき未来戦略研究センター（☎
40･7021）

【熱中症はどんな時に起こりやすいの？】
気温が高い／日差しが強い／湿度が高い／風が弱い／急に
暑くなった日／閉め切った屋内など

【熱中症を予防するには】
こまめに水分・塩分を補給する／涼しい服装で過ごす／エ
アコンをうまく活用する／日傘を差したり、帽子をかぶる
■問い合わせ先　健康づくり推進課（☎37・3750）

　パンフレット・ホームページ・メニュー・案内表示
の外国語表記やWi-Fi 利用環境の整備など、外国人
観光客の受入環境を向上させる取り組みを支援しま
す。
▽募集期間　６月20日から（先着順で、予算に達し
た時点で受け付け終了）
▽対象者　観光業、宿泊業、飲食業、旅客運送業、レ
ンタカー業などの観光関連事業を営んでいる事業者
（市税等の滞納者を除く）
▽対象事業　①施設の案内表示、誘導表示などの案内
表示に係る外国語表記の整備／②パンフレット、ホー
ムページなどの情報発信に係る外国語表記の整備／

③Wi-Fi 利用環境の整備／④その他外国人観光客の
受入環境の向上に資する取り組み
▽対象経費　消耗品費、印刷製本費、手数料、筆耕翻
訳料、委託料、工事請負費、備品購入費、その他市長
が必要と認めるもの
※原則として市内業者への発注に限る。
▽補助率・補助限度額　補助対象経費の実支出額の合
計額の３分の２に相当する額、または20万円のいず
れか少ない額
※提出書類などの詳細については、市ホームページを
ご覧ください。
■問い合わせ先　国際広域観光課（☎40・7017）

外国人観光客受入環境整備事業費補助金外国語パンフレット
の作成などに活用を

熱中症に
注意しましょう !
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既存住宅の改修に伴う減額の申告についていずれの減額制度
も申告が必要です

　耐震改修やバリアフリー改修など、一定の要件を満
たす既存住宅の改修については、申告により固定資産
税が減額されます。
【耐震改修工事をした住宅】
　昭和 57年１月１日以前に建築された住宅で、平成
30年３月 31日までに耐震改修工事（工事費 50万
円超）をした場合、翌年度の固定資産税が、住宅部分
120㎡分までを限度に２分の１減額されます。
　また、改修する住宅が「通行障害既存耐震不適格建
築物（青森県地域防災計画で緊急輸送道路に位置付け
られた道路にその敷地が接する建物のうち、地震に
よって倒壊した場合に道路通行を妨げる建築物）」に
該当する場合は、２年度分減額されます。
【バリアフリー改修工事をした住宅】
　新築から 10年以上経過し、改修後の床面積が 50
㎡以上の住宅（貸家部分を除く）で、平成30年３月
31日までに、バリアフリー改修工事（自己負担工事
費 50万円超）をした場合、当該住宅に係る翌年度の
固定資産税が 100㎡分までを限度に３分の１減額さ
れます。
▽要件　次のいずれかの人が居住している住宅
①65歳以上の人
②要介護認定または要支援認定を受けている人
③身体障害者手帳または療育手帳などの交付を受けて
いる人

▽対象工事　廊下の拡幅／階段のこう配の緩和／浴室
の改良／便所の改良／手すりの取り付け／床の段差の
解消／引き戸への取り替え／床表面の滑り止め化
【省エネ改修工事をした住宅】
　平成 20 年１月１日に存在し、改修後の床面積が
50㎡以上の住宅（貸家部分を除く）で、平成 30年
３月 31日までに、一定の省エネ改修工事（自己負担
工事費50万円超）をした場合、当該住宅に係る翌年
度の固定資産税が 120㎡分までを限度に３分の１減
額されます。
▽対象工事　窓の改修工事（必須）／床の断熱改修工
事／天井の断熱改修工事／壁の断熱改修工事（外気な
どと接するものの工事に限る）

～共通事項～
○申告書添付書類についてはお問い合わせく
ださい。

　　○減額措置を受けるためには、改修後３カ月
　　以内に申告が必要ですので、ご注意ください。

○申告書は市ホームページに掲載しているほ
か、資産税課（市役所新庁舎２階）でも配布
しています。
■問い合わせ・申告先　資産税課家屋係（☎
40・7029）

建物取り壊しの届け出はすみやかに詳しくは
問い合わせを

　毎年１月１日現在存在している建物には、固定資産
税が課税されています。
　市では建物の現況把握に努めていますが、特に未登
記の建物の取り壊しについては、届け出がないと把握
できないことがあり、課税される場合がありますので、
速やかに届け出をしてください。

　なお、登記建物の取り壊しは、法務局へ滅失登記の
手続きが必要です。また、火事や自然災害によって住
宅を取り壊した場合、土地の固定資産税に、住宅用地
の特例措置が引き続き適用になることがありますの
で、お問い合わせください。
■問い合わせ先　資産税課（☎40・7029）

市政情報
Town Information
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　弘前さくらまつりで、市内の中学・高校生が英語ボランティアガイ
ドを行いました。市では、実践的に英語を学ぶ機会として、中学生を
海外に派遣する事業や小学生が英語を楽しみながら学べる「ひろさ
きイングリッシュキャンプ」を実施しています。今回、そこで学ん
だ12人が英語ボランティアガイドに参加しました。はじめは外国人
観光客と会っても緊張して話しかけられずにいた生徒も、だんだん
慣れてくるにしたがって、元気な声で「Hello! How are you? （こ
んにちは、お元気ですか）」と笑顔で挨拶。「Your English is very 
good!（あなたの英語はとても上手ですね）」と褒められると、頬を
赤くし、みんな笑顔で活動を終えました。
■問い合わせ先　学校指導課（☎82・1644） May I help you? 

（何かお手伝いできますか？）

英語ガイドでおもてなし

　   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
 

第４回弘前散歩写真展

　横浜市在住の写真家・辻栄一さん
が刊行した写真集「津軽路の旅」か
ら、30点の写真を展示します。
▽とき　6月 24日～８月 16日の
午前９時半～午後7時（土・日曜日、
祝日は午前９時半～午後５時）
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階ロビー
▽入場料　無料
※写真展終了後、希望者には写真を
プレゼントします。申し込み多数の
場合は抽選で決定。 
■問弘前図書館（☎32・3794）

藤田記念庭園無料開放

▽とき　６月25日（日）
　　　　午前９時～午後５時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
▽内容　津軽塗のはし研ぎ体験（体
験料 1,400 円）…午前 10 時～午
後４時／真土・岳暘保育園園児によ
るよさこい遊戯披露…午前 10時～
10時半、第 11回津軽煎茶の会（参
加料 430 円）…午前 10 時～午後
３時／樹木医が案内する観察会…午
後１時～２時
※６月 24日（土）は、午後９時ま
で夜間開園を実施します。
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

りんごの一年物語（全３回）
第２回実すぐり参加者募集
　りんごの花が実り、収穫するまで
お付き合いください。今回は「実す
ぐり」の農作業を体験します。
▽とき　６月 25 日（日）、集合＝
午前９時（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山ろ
く（鼻和）
▽参加料　無料
▽持ち物　雨具、軍手
■問６月 24日までに、フルーツ合衆
国（岩木山観光協会内、福澤さん、

☎兼■Ｆ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。

大仏公園あじさいまつり　

　あじさいに囲まれた公園でゆっく
り過ごしませんか。公園入口には車
いす用のスロープもあります。
▽とき　７月１日～31日　
▽ところ　大仏公園（石川字大仏）
▽期間中イベント　チェックポイン
トクイズ、川柳コンテスト
▽特別イベント　
７月９日…①あじさい植樹・せん
定勉強会＝午前 10時～／②紙ひこ
うき大会＝午前 10時半～（受け付
けは午前 10時～）／③ステージイ
ベント（ジャズ演奏・アカペラ・パ
フォーマンス）＝午前11時～
※雨天時は23日に順延。
▽参加料　無料（②の紙ひこうき用
の紙は町会が用意）　
■問 石川町会（工藤さん、☎携帯
090・3756・8605 ／石川町民会
館、☎92・3215）
※平成 29度市民参加型まちづくり
１％システムの採択事業。

第１回「走れメロス」音楽祭
▽とき　６月 25 日（日）、午後２
時～（午後1時半開場）
▽ところ　市民会館（上白銀町）大
ホール
▽入場料　無料
▽入場整理券配布場所　市民会館、
まちなか情報センター、百石町展示
館、弘前文化センターほか
※小学生以上は入場整理券が必要。
■問太宰治まなびの家（後藤さん、☎
39・1134）

講演会「自然治癒力を高め、
健康で長生きを（統合医療に
ついて）」

▽とき　７月2日（日）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）中会議室
▽内容　講演会…講師・今充さん（弘
前大学医学部名誉教授）、個別健康

相談、押し花しおり作り、抹茶の癒
やし体験　
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■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。

中南津軽まちあるき
博覧会 2017 開催中
　住み慣れた街を「まちあるき」し
てみませんか。中南津軽７市町村の
各地で「中南津軽まちあるき博覧会
2017」を開催中です。全 32のさ
まざまなガイドツアーを用意し、参
加をお待ちしています。知らなかっ
た街の魅力を再発見しませんか。詳
しくは問い合わせください。
▽開催期間　７月23日（日）まで
■問津軽まちあるき観光推進実行委員
会（弘前観光コンベンション協会内、
☎ 35・3131、■Ｈ http://machi-
aruki.sakura.ne.jp）

市民健康づくり講演会

▽ と き　
６月 30 日
（金）、午後
２時半～３
時40分（受
け付けは午
後 ２ 時 か
ら）
▽ところ　
弘前文化センター
（下白銀町）ホール
▽内容　講演「脳を守る～脳のしく
みと認知症」…講師・若林孝一さん
（青森医学振興会理事）／講演「人
生の教科書」…講師・古賀稔彦さ
ん（バルセロナ五輪柔道金メダリス
ト）
※弘前市健康づくりサポーター研修
会との合同開催となります。
▽定員　150人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

▲古賀稔彦さん
市内の中学

・

高校生が
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▽とき　６月 28日～７月７日の午
後７時～８時半
▽ところ　笛の部＝市立観光館（下
白銀町、追手門広場内）多目的ホー
ル／太鼓の部＝同館多目的ホール前
ロビー
▽対象　小学生以上
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽持ち物　笛・太鼓のバチ
※当日会場で販売もします。
■問弘前観光コンベンション協会事務
局（☎35・3131）

ハトマーク消費者セミナー
　宅地建物の相続の推進と空き家問
題解消について勉強しませんか。
▽とき　７月１日（土）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　市民文化交流館センター
（駅前町、ヒロロ４階ホール）
▽講師　沼田桃子さん（青森県司法
書士会会長）
▽定員　60人
▽受講料　無料
※当日会場でも受け付けますが、事
前の申し込みを優先します。
■問青森県宅地建物取引業協会（☎青
森017・722・4086）

サワラ生け垣のせん定講習会

▽とき　７月１日（土）、午前 10
時～正午（小雨決行）
※荒天時は緑の相談所で開催。
▽ところ　亀甲町広場
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手、せん定ばさみ（多
少は主催者側で用意します）
■問みどりの協会（☎33・8733）

学習支援教室「あっぷるーむ」
参加者募集
　経済的な理由などで学習塾に通う
ことが困難な中学生を対象に、大学
生のボランティアが学習支援を行い
ます。
▽とき　毎週水曜日の午後４時 45
分～６時 35分
※夏・冬休み期間中は時間を変更す
る場合があります。
▽ところ　文京地区（詳しくは申込
時にお知らせします）

 

■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

は無料ですが、館内開催時は入館料
が必要です。 
■問市立博物館（☎35・0700）

第 10 回青森県民スポーツ・
レクリエーション祭
　県内７市３町でサッカー、ソフト
バレーボールなど、35種目行われ
ます。
▽とき　７月１日・２日（一部の種
目は６月25日）
▽ところ　県内の各体育施設など
※詳しくはホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/bunka/
sports/10th-kenmin-sporec-
fes.html）をご覧ください。
■問 青森県スポーツ・レクリエー
ション連盟（☎青森 017・734・
9909）

親子で自然観察会 in 弥生いこ
いの広場隣接地（リゾート跡地）
▽とき　７月２日（日）
　　　　午前10時～正午
▽集合　弥生いこいの広場（百沢字
東岩木山）第１駐車場下
▽内容　生き物や植物の観察
▽対象　小学生とその保護者＝ 20
組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、雨具（雨天時）、
汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）、
長靴、タオル、手袋、帽子
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（住所・氏名・年齢〈学
年〉・電話番号を記入）で申し込み
ください。
■問 公 園 緑 地 課（ ☎ 33・8739、
■Ｆ 33・8799、 ■Ｅ kouen@city.
hirosaki.lg.jp）

弥生いこいの広場の催し

【工作教室～ペーパーブーメラン～】
▽とき　７月２日（日）
　　　　午後１時～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。材料が無
くなり次第終了。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

ホタル観察会

　高長根レクリエーションの森（高
杉字神原）、弥生いこいの広場（百
沢字東岩木山）、こどもの森（坂元
字山元）でホタル観察会を行います。
▽日程など　
〇高長根レクリエーションの森…７
月８日、午後８時～９時
※午後６時半から工作教室も開催。
〇弥生いこいの広場…７月 15 日、
午後８時～９時
〇こどもの森…７月 22日、午後７
時半～８時半
▽参加料　無料
※いずれも雨天中止。 
■問高長根レクリエーションの森（☎
97・2627）／弥生いこいの広場
（☎ 96・2117）／こどもの森（☎
88・3923）

第 40 回「愛の広場」　　　
レクリエーションの集い
　心身障がい児者と家族、ボラン
ティア、市民がレクリエーションを
通して楽しく交流を深め、自らの活
動意欲を高めるとともに、社会生活
に融合することを願い開催します。
▽とき　７月９日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁目）
▽内容　午前＝○×クイズ、玉入れ、
祭りばやし演奏（弘大囃子組）／午
後＝のど自慢、りんご娘＆アルプス
おとめライブ、よさこい（弘前厚生
学院子ども学科１年生）
▽参加料　無料
▽その他　ボランティアスタッフを
募集しています。希望者は６月 30
日までに申し込みを。
■問弘前市社会福祉協議会（宮園２丁
目、☎33・1161、■Ｆ 33・1163）

ピアノミニコンサート

～きらめきの夏　遠い日の夏～
▽とき　７月15日（土）
　　　　午後３時半～４時半
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽演奏者　Piece Harmony
▽演奏曲　夏の童謡メドレーなど
▽入場料　無料

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　７月①１日・②22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「熱中症と水分補
給」、②講話「障害福祉サービスに
ついて」
※①・②ともに体操を行います。
▽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）

第 47 回青森ブロック大会
in 城下町弘前
　まちづくりを考えるフォーラムを
開催します。
▽とき　①７月１日の午後１時半～
３時半、②７月２日の午前９時半～
11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽講師　①水津陽子さん（フォー
ティ R&C）、②平野直美さん（親
学推進協会）
▽参加料　無料
※１日のみの参加も可。詳しくは
ホームページ（http://hirosakijc.
com/）で確認を。
■問弘前青年会議所（☎34・4458）

クラシック野外ミニコンサート
～音と光による美への招待～
　博物館特別企画展１「日本近代洋
画の誕生」の関連イベントとして開
催します。前川建築を背景に、スク
リーンに映し出された展覧会作品と
共に美しい音色を鑑賞しませんか。
▽とき　７月１日（土）
　　　　午後６時半～７時半
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
前庭
▽出演　木管五重奏団「レ・クアン
テット・ムスカテアー」
▽その他　荒天時は、博物館内で開
催する場合があります。コンサート

※事前の申し込みは不要。
■問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）

DANCE 交流文化祭 2017
参加者募集
　世界レベルのダンサーが講師や審
査員として参加します。
○ワークショップ
▽とき　８月３日（木）
※講師により時間帯が異なります。
▽対象　学生および教育関係者
○コンテスト（ショーケース部門・
クルーバトル部門・ソロコンテスト
部門）
▽とき　８月４日（金）
　　　　午後０時半～
▽対象　学生
～共通事項～
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽申し込み方法　７月４日から、参
加チケット（2,000円）を購入の上、
電話で、ひろさき芸術舞踊実行委員
会（☎88・6499）へ。
※事前のチケット購入だけでは、参
加の申し込みは完了しません。１枚
の参加チケットでワークショップと
コンテストに参加できます。
▽チケット取扱所　ヒロロ（１階イ
ンフォメーション、３階文化交流館
窓口）、ひろさき芸術舞踊実行委員会
（山道町）
■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）

お殿様・お姫様衣装着付け体験

▽とき　平成 30年３月 31日まで
の午前９時～午後４時半
▽ところ　武徳殿（弘前公園内）
▽料金　500 円～（別途入園料が
必要）
■問みどりの協会（☎33・8733）

ねぷた囃子（ばやし）講習会

　伝統ねぷた囃子「津軽組」を講師
に迎えて開催します。

▽対象　市内在住の就学援助受給世
帯、生活保護受給世帯、児童扶養手
当受給世帯の中学生＝ 20人（先着
順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、生活福祉課（市役所１階）
へ持参を。
※申込書は生活福祉課に備え付けて
いるほか、市ホームページからダウ
ンロードできます。
■問生活福祉課（☎35・1114）

日本舞踊こども教室

▽とき　平成 30 年１月までの第
２・４土曜日、午前10時～正午
▽ところ　宮川交流センター（堅田
２丁目）青山集会場
▽対象　４歳～中学生（保護者の参
加も可）
▽参加料　無料
■問 西川菊静日本舞踊教室（☎携帯
090・6629・4287、■Ｆ 37・5450）

 

休日在宅当番
▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。

耳鼻咽喉科・眼科
７／２ たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456
16 宮園耳鼻科クリニック

（宮園５）
☎39・1133

30 伊藤眼科（南大町２） ☎36・6105

歯　科
７／２ 第一歯科クリニック（城

東中央３）
☎27・7706

９ ふじた歯科医院（石渡４）☎37・3118
16 渡辺歯科医院（茂森町） ☎32・5800
17 小泉歯科医院（高屋） ☎82・3232
23 秋元歯科クリニック（大

開２）
☎88・1513

30 福原歯科医院（上鞘師町）☎37・3535

内　科
７／2 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
９ さがらクリニック（桔梗

野１）
☎37・2070

16 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 今村クリニック（松原西

２）
☎88・3090

 教室・講座
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氏名・年齢・電話番号を記入）で申
し込みを。
■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）へ。

子ども日本舞踊教室

▽とき　平成 30年１月までの土曜
日（月２回程度）、午後１時半～
▽ところ　泉野多目的コミュニティ
施設、大津医院敷地内アトリエ（山
王町）
▽対象　３歳～高校生（保護者の参
加も可）
▽参加料　無料
■問弘前市日本舞踊教室弘扇会（鹿
内 さ ん、 ☎ 携 帯 090・3365・
3628）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル 2010 入門講座】
▽とき　７月４日・11 日・18 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　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した基本操作
※エクセル 2010 以外のバージョ
ンを使っている人は操作方法が異な
りますので、ご注意ください。
▽対象　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
※事前の申し込みが必要。
■問６月 18日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800、
受付時間は午前８時半～午後５時）
へ。

環境整備センターの教室
【夏のエコクッキング】
▽とき　７月８日（土）
　　　　午前９時半～午後０時半
▽内容　にらとトマトのおすまし、
ひじきごはん、焼きさんまのあえ物、
白かぶのレモン漬け
▽講師　福士るみ子さん（サロン・
ド・胡桃代表）

▽対象　小学生以上＝20人
▽持ち物　エプロン、ふきん、大皿
１枚、マグカップ、はし
▽受付開始　６月25日から
【金魚ねぷた作り教室】
▽とき　７月15日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　10組（１人での参加も可。
１家族１個）
▽持ち物　昼食、エプロン
▽受付開始　７月２日から
※当日は作業しやすく、汚れてもい
い服装でおいでを。初めて参加する
人を優先します。
～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
▽その他　小学生は保護者同伴
■問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）

おでかけ緑の講習会を
利用しませんか
　植物に関する疑問はありません
か。樹木医、グリーンアドバイザー、
造園技能士が学習会などのお手伝い
をします。
▽受付期間　開催日の１カ月前まで
（年末年始を除く）
▽時間　午前９時～午後５時のうち
３時間以内
▽対象　市内に在住、在勤または在
学する複数人で構成された町会、学
校、団体、グループなどが主催する
事業
▽料金　無料
※一部有料となる場合がありますの
で、詳しくはホームページ（http://
www.hirosakipark.or.jp/）をご
覧になるか問い合わせを。
■問みどりの協会（☎33・8733）

70 歳からの健康講座
「ヘルシーエイジング」
～ゆっくり運動＆ミニ講座～
▽とき　７月 10日～９月 25日の
第２～第４月曜日（全９回）、午後
１時半～３時半（最終日は午後４時
半まで）　
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健

ひろさき認知症あんしん
生活実践塾
　自立支援介護の基本ケアを学びな
がら、認知症の人への実践を通じ、
認知症の重症化予防を目指します。
▽とき　基礎コース＝７月４日／実
践コース＝７月４日、８月９日、９
月５日、10 月 12 日、11 月９日、
12月６日
※時間はいずれも午後１時～４時
半。
▽ところ　７月４日…市民会館（下
白銀町）1階大会議室／８月９日以
降…２階中会議室
▽講師　竹内孝仁さん（国際医療福
祉大学大学院教授）、大里めぐみさ
ん（特別養護老人ホームサンアップ
ルホーム総括主任）
▽対象　市内で、認知症の人を介護
している施設の職員または家族
▽定員　基礎コース＝ 50人、実践
コース＝30人（いずれも先着順）
▽参加料　無料（実践コースのみ宿
題提出時の郵送代は自己負担）
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、６月 27日までに、持参
か郵送またはファクスで、介護福祉
課（〒036・8551、上白銀町１の
１、■Ｆ 38・3101）へ。
※申込書は介護福祉課に備え付けて
いるほか、市ホームページからダウ
ンロードできます。
■問介護福祉課（☎40・7072）

あおもりいのちの電話
新人養成講座

【人の話はどうやって聴いたらいい
の？～傾聴技法１～】
▽とき　７月１日（土）
　　　　午後２時～４時

【あなたも聴き上手になれる～傾聴
技法２～】
▽とき　７月８日（土）
　　　　午後２時～４時
～共通事項～
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園2丁目）
▽講師　あおもりいのちの電話研修
委員長
▽受講料　１講座1,000円
※事前の申し込みが必要。
▽申し込み方法　ファクス（住所・

康ホール
▽内容　①健幸増進リーダーによる
高齢者向けの体操や手具を使った運
動、②ミニ講座（健幸講話、歌唱指
導、手話、囲碁、新聞ちぎり絵）
▽対象　70歳以上の市民＝25人
▽参加料　1,000円（全９回分）
▽申し込み方法　６月30日（必着）
までに、往復はがき（住所・氏名・
年齢・電話番号・②の中から希望の
講座を記入）で、ヘルシーエイジン
グ（〒036・8231、稔町 14の１、
齋藤紀あて）へ。
■問ヘルシーエイジング（齋藤さん、
☎34・2649）
※留守番電話の際は折り返し連絡し
ます。電話番号をお知らせください。
※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。

高齢者健康トレーニング教室

～シニアエアロビクス～
▽とき　７月 11日～９月 26日の
第２・４火曜日、午後２時～２時
45分
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室
▽内容　脂肪燃焼や心肺機能の向上

などに効果的な有酸素運動
▽対象　65 歳以上の市民＝ 15 人
（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　室内用シューズ、タオル
※事前の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

かっこいい大人養成講座１

【心と体を整えよう！大人のための
ハタヨガ講座♪】
▽とき　７月22日（土）　
　　　　午後６時～８時
▽集合　弘前文化センター（下白銀
町）２階第１・２和室
▽内容　ハタヨガの歴史、基本の
ポーズや呼吸法などを学び、自分の
心と身体に向き合います。　
▽講師　佐藤るり子さん（ヨガ☆ス
ペース講師）
▽対象　市内に在住、または勤務の
18歳～50歳の人＝20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　ヨガマットまたは大きめ
のバスタオル１枚、汗拭き用タオル、
飲み物
▽申し込み方法　７月 15 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール

（住所〈町名まで〉・氏名〈ふりがな〉・
年齢・性別を記入）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）

縄文土器の製作体験講座

▽とき　７月25日（火）　
　　　　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
▽内容　縄文土器製作、火おこし体
験
▽対象　小学生以上
▽参加料　無料
▽持ち物　手拭き・
汗拭きタオル、エプ
ロン、飲み物
▽申し込み方法　７月 14 日まで
に、郵送かファクス（郵便番号、住所、
氏名、年齢、性別を記入）で、弘前
縄文の会へ。
■問弘前縄文の会（今井さん、〒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％システムの採択事業。

▽募集作品　応募者本人が創作した未発表のもの
▽応募資格　市民
▽作品の規格
○大きさ…Ａ３判（縦29.7㎝×横 42㎝）
※作品は右半分がプログラムの表紙、左半分が裏表紙
になることを想定して作成すること。
○紙質と色…紙質（表現材料）は自由。着色は蛍光ペ
ン・色鉛筆以外で行うこと。
○タイトル文字など…不要。ただし、文字が入ること
を想定して作成すること。
▽応募方法　作品の裏面に、提出日現在の住所・氏名・
年齢・職業（または学校名と学年）・電話番号を記入し、
郵送または持参してください。
▽募集期限　７月22日（必着）
▽審査　審査会を７月に開催し、最優秀作品１点と優
秀・佳作作品を数点選考

▽発表　審査結果を応募者全員に通知し、入賞者の表
彰式を市民文化祭の開会式（９月23日開催予定）で
行います。
▽賞品　入賞者には賞状・トロフィーを贈呈し、応募
者全員に記念品を贈呈
▽その他　応募作品は原則として返却しません。作
品の著作権は主催者のものとします。最優秀作品は
市民文化祭総合プログラムの表紙として１万部製作
され、市内の関係機関・施設・各団体などに配布さ
れます。
■問 弘前市民文化祭実行委員会事務局（〒 036・
8356、下白銀町 19 の４、弘前文化センター１階、
市社会教育協議会内、☎31・3010）
※問い合わせなどは、火・日曜日、祝日を除く、午前
９時～午後５時に。ただし事前に曜日や時間の指定が
あれば別途対応します。

「第 48 回弘前市民文化祭」

総合プログラム表紙デザインを募集

◁
昨
年
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

表
紙
デ
ザ
イ
ン
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で、ぜひ参加ください。
▽とき　６月29日（木）
　　　　午前10時～午後５時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　市内企業＝20社（先着順、
１社２人まで）
▽参加料　無料
■問６月26日までに、商工政策課（茂
森町、旧上下水道部庁舎２階、☎
35・1135）へ。

カルチュアロード
出展申込書を配布します
　９月 17日（日）に土手町通りで
開催予定の「カルチュアロード」の
出店申込書を配布します。
▽とき　６月15日～７月 20日
▽配布場所　カルチュアロード実行
委員会事務局（土手町、ひろやど倶
楽部内）
▽対象　展示や実演、文化活動の発
表などを希望する個人や団体（営利
目的のみの出展は不可）
▽申込期限　７月20日
■問カルチュアロード実行委員会事務
局（☎34・2657、■Ｆ 34・2714、土・
日曜日、祝日は休み）

首都圏からの移住をサポート

～首都圏同窓会・ふるさと会出席者
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
る以下の会に参加し、弘前への移住
などの取り組みを紹介します。
　首都圏に同校・地区出身の知り合
いがいる人は、周知のご協力をお願
いします。
【弘前南高等学校関東支部同窓会】
▽とき　７月１日（土）
　　　　午後５時～７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24日
■問 弘前南高等学校同窓会事務局

（佐藤さん、☎携帯 090・4845・
0920）
【東京目屋会（総会・懇親会）】
▽とき　７月２日（日）
　　　　午前11時半～午後２時半
▽ところ　レストラン・グリーン
パーク（東京都台東区上野公園）
▽申込期限　６月28日
■問東京目屋会事務局（山田さん、☎
取手0297・73・3164）

身体障害者巡回診査

　身体障がい者の手帳交付や再認定
を受けようとする人などの診査と更
生相談を無料で行います。該当する
人は受診をお願いします。なお、当
日の診査のみでは判定できない場合
もあります。
▽とき　７月３日（月）、午前９時
半～正午（受け付けは午前９時～
11時）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽実施科目　整形外科（肢体不自由）
▽対象　身体障害者手帳の交付また
は再認定を受けようとする人／補装
具の交付を受けようとするために判
定が必要な人／障がいの程度に変更
があると思われる人／身体障がい者
で、生活、医療、施設入所などの相
談を希望する人
▽持ち物　身体障害者手帳（所持者
のみ）、印鑑、マイナンバーがわか
るもの
※身体障害者手帳の交付（再交付）
を申請する人は、顔写真（縦４㎝×
横３㎝）１枚が必要です。
■問福祉政策課（市役所新館３階、
☎40・7036）
※身体障害者手帳の障がい程度の再
認定が必要な人は、指定医師のいる
医療機関でも再認定診断書が作成で
きます（有料）。

国家公務員（税務職員）募集

▽受験資格　①高校卒業見込みの人
および高校卒業後３年を経過してい
ない人、②人事院が①に掲げる人と
同等の資格があると認める人
▽第１次試験日　９月３日（日）
▽申し込み方法　６月 19日～ 28
日に、国家公務員情報NAVI（申込
専用アドレス http://www.jinji.

津軽凧（だこ）の絵付け体験教室

▽とき　８月17日（木）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　小学生＝ 20人程度（小学
校３年生以下は保護者同伴）
▽参加料　700円
▽申し込み方法　７月 21日（当日
消印有効）までに、はがきかEメー
ル（郵便番号・住所・氏名・学年・
年齢・保護者氏名・連絡先を記入）
で、津軽広域連合「津軽凧の絵付
け」体験教室係（〒 036・8003、
駅 前 町 ９ の 20、 ■Ｅ rengou@
tsugarukoiki.jp）へ。
▽その他　１回の応募で小学生２人
まで申し込みできます。応募多数の
場合は抽選で決定し、参加決定者に
のみ７月 28日に参加決定通知書を
発送します。
■問津軽広域連合（☎31・1201）

あおもり働き方改革推進
企業認証制度
　県では、労働者の働きやすい環境
を整備し、男女共同参画社会づくり
および少子化対策の推進を目指す企
業を認証します。詳しくは、県のホー
ムページをご覧ください。
■問 県健康福祉部こどもみらい
課（ ☎ 青 森 017・734・9301、
■Ｈ http://www.pref.aomori.
lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/
hatarakikata-ninsyo.html）

BCP（事業継続計画）策定
ワークショップ
　企業活動を行う上で、自然災害な
どの予期せぬ緊急事態に遭遇した際
に、被害を最小限に抑え、事業を中
断させず、迅速に復旧させる戦略的
な行動計画の策定が重要です。
　ひろさき地方創生パートナー企業
の東京海上日動火災保険と協力の
下、ワークショップを実施し、事業
継続計画の策定を支援します。参加
企業は個別支援を受けられますの

go.jp/saiyo/saiyo.htm） で申し
込みを。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、ご連絡ください。
■問仙台国税局人事第二課試験研修係
（☎仙台 022・263・1111、内線
3236）／人事院東北事務局（☎仙
台022・221・2022）

プラネタリウムに絵を飾ろう!!
　８月のスターウィーク（星空に親
しむ週間）にちなみ、７月 22日～
８月 21日に弘前文化センター（下
白銀町）プラネタリウム展示ロビー
で絵画展を開催します。開催に先駆
けて、展示する作品を募集します。
▽テーマ　「たのしいうちゅうりょ
こう」「おもしろい星座みつけたよ」
▽対象　就学前の幼児
▽応募規定　①紙質＝画用紙、サイ
ズ＝八つ切り／②着色＝蛍光ペン、
色鉛筆は使用不可／③自作、未発表
の作品で１人１点／④２つのテーマ
の中から１つ選んで描く／⑤作品の
タイトルを作品中に入れない
▽応募方法　作品の裏面に選んだ
テーマ・タイトル、住所、氏名、年
齢、幼稚園または保育園名、電話番
号、作品返却希望の有無を記入し、
折り曲げずに郵送または持参を。
▽応募締め切り　７月５日（必着）
▽選考・発表　絵画展開催期間中の
プラネタリウム観覧者の投票によ
り、優秀作品３点を決定し、プラネ
タリウム掲示板および同館ホーム
ページで発表
▽表彰　入賞者に賞状と副賞を贈呈
▽作品の返却　優秀作品を除く作品
は、９月９日までに返却（優秀作品
は９月９日までプラネタリウム展示
ロビーで展示）
■問中央公民館（〒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）

６月は土砂災害防止月間

　土砂災害から身を守るためには、
日ごろの備えと早めの避難が必要で
す。土砂災害は、台風などの大雨の
時期に特に多く発生します。身の危
険や周囲に異変を感じたら、ただち
に避難するとともに、市役所などへ
連絡しましょう。土砂災害警戒情報

や土砂災害警戒区域等マップなど、
土砂災害に関する情報は、県ホーム
ページから「防災情報（砂防）」で
検索するとご覧になれます。　また、
地震・水害・土砂災害の危険度や被
害想定などを小学校区ごとにまとめ
た地区別防災カルテを配布していま
す。お住まいの地域や職場などで、
どのような自然災害の危険性がある
のかを知る目安となりますので、備
えや対策について考える際に活用く
ださい。
※想定は、実際の災害を確約するも
のではありません。
■問 防 災 安 全 課（ ☎ 40・
7100、 ■Ｈ http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/kurashi/
kinkyu/2014-1205-1418-
19.html）、県県土整備部河川砂
防課砂防グループ（☎青森 017・
734・9670、 ■Ｈ http://www.
pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/
H29doshagekkan.html）

市立博物館後援会会員募集
▽年会費　普通会員＝ 3,000 円、
特別会員＝１万円（個人）、３万円 
（団体）
▽優待特典　普通会員＝観覧料無料
／特別会員＝観覧料無料・刊行物の
無料配布（他に視察研修などの行事
があります。）
※随時入会を受け付けていますの
で、詳しくは問い合わせを。
■問博物館後援会事務局（博物館内、
☎35・0700）

自動車税の納付はお早めに

　県では、６月上旬に自動車税の納
税通知書を送付しています。本年度
の自動車税の納期限は６月30日で
す。早めにコンビニエンスストアや
金融機関または県税部で納めてく
ださい。
▽納税義務者　県内に主たる定置
場がある自動車の４月１日現在に
おける自動車登録上の所有者（割賦
販売などで自動車販売店が所有権
を留保している場合は、自動車の使
用者）
▽納付場所　コンビニエンススト
ア、銀行・信用金庫・信用組合・農
協などの本支店、郵便局

※納期限を過ぎると、コンビニエン
スストアで納付できない場合があ
ります。
※口座振替を利用している人は、納
期限の日が振替日です。また、専用
サイト「Yahoo! 公金支払い」から、
納税通知書に記載のある「納付番
号」および「確認番号」やクレジッ
トカードの番号などを入力して手
続きをすることで、クレジットカー
ドで自動車税を納付できます（手数
料は324円）。
▽その他　納税通知書には、納付後
の納税証明書が添付されており、自
動車の継続検査（車検）の際に使用
できますので、大切に保管してくだ
さい。詳細や不明な点、納税通知書
が届かない場合などについては問
い合わせを。
※東日本大震災により滅失または
損壊した自動車の代替取得自動車
については、自動車取得税・自動車
税が非課税となる場合があります。
■問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・1131、内線 233・333）

戦没者遺児の皆さんへ

　日本遺族会では、先の大戦で父な
どを亡くした遺児を対象に、父など
が戦没した旧戦域（東南アジア・中
国など）を訪れて慰霊追悼を行うと
ともに、現地の人との友好親善を深
めることを目的に、「戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業」を実施して
おり、参加者を募集しています。詳
しい日程や訪問地、申し込み方法に
ついては問い合わせを。
■問日本遺族会（☎東京03・3261・
5521）

 その他
  

お詫びと訂正

　広報ひろさき６月１日号の７ペー
ジ「平成 28年度　歳入歳出予算の
執行状況」内、上下水道部の電話番
号が「☎ 36・8100」とあるのは、
「☎55・9660」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎
35・1194）
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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体力アップ体
操教室

７月 18日～８月 22日の
毎週火曜日、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・柔軟体操・
有酸素運動 市民＝12人 無料

６月 30日（必着）までに、市
民体育館（〒036・8362、五
十石町７、☎36・2515）へ。
（※１）（※２）

②プールで筋ト
レ・脳トレ水中
ウオーキング教
室

７月４日～20日の毎週火・
木曜日、午後１時半～２時
半

河西体育セ
ンター（石
渡１丁目）

水中ウオーキング、ス
トレッチ、バランスを
高めるトレーニング、
脳トレ、筋トレ

市民＝15人 無料

６月 26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）

③キッズリズム
ダンス体験教室

６月 25日、７月９日
入門クラス＝午前10時～
11時／初級クラス＝午前
11時半～午後０時半

岩木Ｂ＆Ｇ
海洋センタ
ー（兼平字
猿沢）

基本的なダンスステッ
プ、リズムダンス

入門クラス（年中～小学
校２年生）・初級クラス（小
学校１～６年生）＝各コ
ース20 人（いずれも先
着順）

各コース
1,000 円

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、 
82・5701）へ。

④一般初心者＆
中級者水泳教室

７月４日～８月３日の毎
週火・木曜日、午後７時
～８時 15分

初心者＝水慣れ、呼吸
なしクロール／中級者
＝ 4泳法の練習

初心者（水泳を始めたい
人）＝5人／中級者（種
目を問わず25メートル
泳げる人）＝10人

無料 ６月 27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）⑤ジュニア水泳

教室
７月４日～８月３日の毎週
火・木曜日、午後７時～８
時

水慣れからクロール 身長130cm以上の小学
生（厳守）＝ 15人 無料

⑥韓氏意拳講習
会

①７月７日、韓氏意拳養生
功講習会＝午後６時半～、
②７月８日、韓氏意拳初級
講習会＝午後１時15分～、
③７月８日、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＝各
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）

⑦チビッコあつ
まれ！～足が速
くなる教室～

小学校低学年＝７月 17
日、午前９時～ 10時半／
小学校高学年＝７月17
日、午前 10時 40分～午
後０時10分／中学生＝８
月 12日、午前９時半～正
午

克雪トレーニ
ングセンター
（豊田２丁目）
主練習場／
運動公園（豊
田２丁目）
陸上競技場

タイム測定、スピード
アップに向けた練習

小学校低学年＝30人、
小学校高学年＝20人、
中学生＝20人
（いずれも先着順）

1回 500円
必要事項（学校名・氏名・性別）
を克雪トレーニングセンター窓
口か電話（☎27・3274）へ。

⑧初心者硬式テ
ニス教室

７月７日～８月25日の毎
週金曜日、午後７時半～９
時 運動公園（豊

田２丁目）
庭球場

基本練習（ストローク
など） 大学生以上の市民＝10

人 1回 500円
リベロスポーツクラブ事務局
（松山さん、☎55・5143、
55・5144）⑨ソフトテニス

教室
７月３日～８月30日の毎
週月・水曜日、午後１時～
３時

基本練習、ゲーム

⑩ゆったり体力
ＵＰストレッチ
体操教室

７月８日～８月26日の毎
週土曜日（７月15日、８
月 12日は除く）、午前
10時半～ 11時半

金属町体育
センター集
会室

ストレッチ、筋トレ、
脳トレの紹介 市民＝12人

無料

６月 30日（必着）までに、金
属町体育センター（〒 036・
8245、金属町１の９、☎
87・2482）
（※１）（※２）

⑪リフレッシュ
☆ストレッチ教
室

７月 12日～８月 30日の
毎週水曜日（８月９日・
16日は除く）、午後１時
半～２時半

ストレッチ、トレーニ
ングの紹介 市民＝ 12人

⑫認知症予防を
しよう～楽しく
健康教室～

７月11日～９月26日の
毎週火曜日（７月18日、
８月８日・15日、９月
19日は除く）、午後１時
15分～２時15分

ストレッチ、リズム体
操、脳トレ 市民＝10人

⑬市民グラウン
ド・ゴルフ初心
者教室

７月 17日（月・祝）、午
前８時半～午後０時半

Ｂ＆Ｇ海洋
センター広
場（八幡町1
丁目）

グラウンドゴルフの基
礎 100円

７月 10日（必着）までに、グ
ラウンド・ゴルフ事務局（〒
036・8151、北園２丁目 1の
30、☎兼 33・8908）へ。

⑭ターゲット・
バード・ゴルフ
講習会

６月23日～ 25日、午前
９時～正午（雨天中止）

加藤川河川
敷運動場（清
野袋字岡部）

専用クラブで羽根つき
ボールを打ち進み、的
にボールを入れる競技

無料
小山さん（☎35・8005）ま
たは對馬さん（☎兼 33・
6850）

⑮はじめての山
登り教室～月例
登山～

①６月25日の午前９時～
午後２時、②７月 23日の
午前８時～午後２時、③
８月20日の午前８時～午
後３時、④９月 24日の午
前７時～午後４時

①阿闍羅山、
②高倉森、
③袴腰岳、
④八甲田山 高校生以上の市民＝各回

20人（先着順）

3,000 円
※登山と講
習会両方の
参加が必要
です。

電話、ファクス、Ｅメールまた
は申込書（住所・氏名・年齢・
性別・連絡先・教室名を記入）で、
スポネット弘前（☎32・6523、
88・6239、 ■E　　info@

sponet-h.com)へ。
※申込書は市内の体育施設で配
布しています。

⑯はじめての山
登り教室～月例
講習会～

６月 26日、７月 18日、
８月 15日、９月 19日の
午後７時～８時半

ヒロロ（駅
前町）３階
多世代交流
室

 

 

■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

予約は６月16日の午前8時半から
電話で受け付けます。なお、弁護士
との相談以外は、事前の予約は不要
です。当日直接会場へ。
■問 市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

弘前大学大学院人文社会科学
研究科（修士課程）入試説明会
▽とき　６月23日（金）
　　　　午後６時～７時10分
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
校舎（文京町）４階多目的ホール
▽内容　入試概要、カリキュラムの
説明など
▽対象　人文社会科学研究科に興味
のある人
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部教務担
当（☎ 39・3941、■Ｅ jm3941@
hirosaki-u.ac.jp、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
jinbun/web/index.html）

 

 各種無料相談
名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

目の見え方などに関する相
談教室

６月22日、８月24日、10月
26日、11月30日、12月21日、
平成30年１月25日の午前10
時～正午、午後１時～３時

教育センター
（末広４丁目）

目の見え方で困っていること。保
護者や学校などの担任の先生も利
用できます。（事前の電話予約が必
要）

ロービジョン相談支援センター（県
立盲学校内、☎青森 017・726・
2239、平日の午前９時～午後４時）

くらしとお金の安心相談会 ７月５日（水）、午前10時～午後
４時

市民生活セン
ター（駅前町、
ヒロロ３階）

生活再建や債務整理に必要な資金
の貸し付けについて（事前の電話
予約が必要）

消費者信用生活協同組合青森事務所
（☎青森 017・752・6755）

女性弁護士による女性のた
めの法律相談

7月 4日（火）、午後２時～４
時（１人 40 分程度）

市民参画セン
ター（元寺町）

家庭や職場、地域などで女性が抱え
る法律に関する問題についてのアド
バイス（対象…事前に電話相談した
人で、法律相談が必要と認められる
人＝３人）

青森県男女共同参画センター相談室
（青森市中央３丁目、アピオあおもり
内、☎青森017・732・1022、水
曜日を除く午前９時～午後４時）

ファイナンシャルプランナ
ーによる無料納税相談

7月 5日・13 日・20 日・23 日・
26日の午前 10時～ 11時、午
後２時～３時（20日は午後６
時～７時も受け付け）

収納課（市役
所新庁舎２階）

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、事前の電話予約が必要）

収納課（☎ 40・7032、40・7033）

今先生の無料健康相談 ７月15日・29日の午後１時～
４時（時間指定不可）

健康広場相談
室（駅前町、
ヒロロ３階）

からだのことなどで気になること
や、健康広場のセルフチェックコ
ーナーの計測結果についての相談
（事前の電話予約が必要）

健康広場（☎ 35・0157）

 各種スポーツ・体操教室

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・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。

「くらし」や「仕事」で
お困りの人へ
～ひとりで悩まずに、まずはご相談
ください～
　くらしや健康の不安・悩みの相談
のほか、相談者の状況に合った仕事
のあっせんなど、きめ細かい支援を
行います。
▽とき　平日の午前８時半～午後
５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室B
■問ひろさき生活・仕事応援センター
（ヒロロ３階、就労自立支援室、☎
38・1260）

総合市民相談

　専門の相談員が無料で相談に応じ
ます。
▽とき　７月１日（土）、午前 10
時～午後３時（正午～午後１時を除
く）
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽相談内容　
法律、税金、金銭貸借（消費者金融）、
相続・遺言、登記、離婚、家庭内の
悩み事など
▽相談員　弁護士、税理士、人権擁
護委員、行政相談委員など
▽申し込み方法　弁護士との相談は
希望者が多いことから、予約制とな
ります。定員は８人（先着順）で、

平成 29 年度伝統工芸品
活用促進事業費補助金
　市内の飲食店や宿泊施設などが購
入する食器や装飾品に市の伝統工芸
品を活用する場合に、購入費の一部
を補助します。
▽募集期間　随時（予算が無くなり
次第終了）
▽対象事業　市内の店舗などで使用
する伝統工芸品（食器や装飾品）の
購入事業
※交付決定日以降に購入したものに
限る。
▽対象者　市内で店舗などを経営す
る法人または個人そのほか市長が適
当と認めるもの
▽対象経費　対象者が店舗などで使
用する食器類や装飾品の購入経費
※市内に本店を有する市内業者から
購入するもので、購入経費が 10万
円以上のものに限る。
▽対象工芸品　津軽塗、津軽焼、下
川原焼土人形、あけび蔓（つる）細
工、こぎん刺し、弘前こけし・木地
玩具、津軽凧（だこ）、錦石、津軽
打刃物、津軽竹籠、津軽裂織（さき
おり）、ブナコ、津軽桐下駄、太鼓
▽補助金額　10万円を限度（補助
率２分の１）
※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（茂森町、旧上下水道
部庁舎２階、☎35・1135）

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,701人　   （+     511）
　 男　　  80,088人　   （+     321）
　 女　　  94,613人　   （+     190）
・世帯数　 71,690世帯    （+      536）
平成 29年 5月１日現在（推計）
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 だより “津軽”の話題満載

　懐かしい名車約200台が全国から集結する県内随一のク
ラシックカーの祭典です。クラシックバスの無料乗車体験
や自衛隊による特殊車両の展示、ステージイベント、参加
したクラシックカーによる一斉パレードなどが行われます。
▽とき　７月 16 日（日）、午前
９時～午後３時
▽ところ　黒石商店街と中町こ
みせ通り
■問い合わせ先　黒石商店街協
同組合（☎53・6030）

　猿賀神社の鏡ヶ池に咲く蓮の花は、群生地として
北限といわれており、毎年夏の風物詩として親しま
れています。ガイドと一緒に盛美園などを歩くミニ
ツアーや特産品の販売、フォトコンテストなど、さ
まざまなイベントが行わ
れる予定です。
▽期間　７月下旬頃
▽ところ　猿賀公園
■問い合わせ先　平川市
観光協会（☎40・2231）

北限に観る 蓮の花まつり
黒石市 平川市

▲何千もの蓮の花が！
▲クラッシックカーが
こみせ通りをパレード

クラシックカークラブ青森
ミーティング in こみせ

市
町
村
イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
30 日まで 板柳町ふるさとセンター

農業収穫体験
カラフルなミニトマトの収穫体験は１人 200 円。利用可能日や
時間は問い合わせを

板柳町ふるさとセンター（☎ 72・
1500）

３日 第22回万国ホラ吹き大会 高さ24mの石の塔への参詣登山後、鰐comeでホラ吹き大会を開催 同実行委員会事務局（☎48・2111）
10日～11日 こでんてんin黒石こみせ

2017　手しごとアート展
全国各地から集まったこだわりの手仕事作品の展示・販売 同実行委員会事務局（☎53・0905）

17日 第12回古都ひろさき花火の集い 悪戸河川敷運動公園を会場に開催。大輪の花火が初夏の弘前を彩ります 同実行委員会事務局（☎33・4111）
17日～
７月17日

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

初期洋画の宝庫として知られる「山岡コレクション」を中
心に、高橋由一、黒田清輝、青木繁、藤島武二ら、日本の
近代洋画を築いた画家たちの作品を紹介

弘前市立博物館（☎35・0700）

18日～21日 東アジアカップ女子ソフ
トボール大会２０１７

リニューアルされる「はるか夢球場」で女子ソフトボール
の国際大会を開催

弘前市文化スポーツ振興課（☎40
・7115）

24日～25日 2017カヌースラロームジャ
パンカップキョクヨーシリー
ズ第４戦・ワイルドウォータ
ージャパンカップ第３戦

国内最高峰のカヌー大会。全国各地から集まった選手たち
が、激流に挑み熱戦を繰り広げます

同実行委員会事務局（☎85・2858）

25日 第18回よさこい津軽 土手町通りを会場に開催。躍動感あふれる演舞で魅了します 同実行委員会事務局（☎33・4111）
25日 たけのこマラソン大会 老若男女問わずに参加でき、終了後はたけのこ汁と温泉を楽しめます 同実行委員会事務局（☎46・2104）
25日 ふじワングランプリ

2017
町内の店舗・団体が町の特産品を使ってメニューを考案し
、ふじさきグルメ№１を決める食の祭典

藤崎町企画財政課（☎88・8258）

６
月

７
月
16 日 星まつりinそうま2017 星と森のロマントピアそうまでよさこい演舞や音楽ライブを開催 同実行委員会事務局（☎ 82・3325）
21日～
８月 17日

2017 大鰐温泉サマーフ
ェスティバル

納涼ふぇあ、親子映画、大鰐小学校によるマーチングバ
ンドなど、イベント盛りだくさんです

同実行委員会事務局（☎ 48・2111）

23日～
９月３日

画家　安野光雅展 「ふし
ぎなえ」から「旅の絵本」

代表作である「ふしぎなえ」など、世界各国で高い人気を誇
る画家・安野光雅の画業50年の軌跡を紹介

弘前市立博物館（☎ 35・0700）

23日 丑湯まつり（温湯温泉地区）無病息災を願い、丑の御神体を乗せた御輿を引く伝統の行事 温湯共同浴場受付 (☎ 54・8591）
23日 どろリンピック 夏休みの思い出に、親子、友人同士でどろまみれになって楽しみませんか 田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎58・4689）
下旬 浅瀬川ダム湖ふれあいデー 出店やいわなのつかみどりなどさまざまな催しが楽しめます 岩木川ダム統合管理事務所（☎54・8782）
30日 ちびっ子ねぷたのお通りだい 土手町通りを会場に子どもたちが元気いっぱいにねぷたを運行します 弘前青年会議所（☎ 34・4458）
30日～
８月５日

黒石ねぷた祭り 扇・人形型を併せて、県内最大規模の 50台以上のねぷたが
出陣。合同運行は 7月 30日と 8月 2日です

黒石青年会議所（☎ 52・3369）

８
月
１日～７日 弘前ねぷたまつり 大小約80台のねぷたが、市内を勇壮・華麗に練り歩きます 弘前市観光政策課（☎35・1128）
１日～７日 大鰐温泉ねぷたまつり 町内各団体の扇ねぷたによる合同運行が行われます 大鰐温泉観光協会事務局（☎48・2111）
２日・３日 平川ねぷたまつり 約30台の大小さまざまなねぷたに加え、高さ11ｍの世界一の扇ねぷたも出陣 同実行委員会事務局（☎ 44・3055）
３日・５日 藤崎町ねぷた合同運行 3日は常盤地区、5日は藤崎地区でそれぞれ約25台のねぷたが出陣 藤崎町商工会（☎ 75・2370）
４日 第42回田舎館村ねぷた合同運行 各地区の子どもからお年寄りまで参加し、村内外からねぷたが集結します 田舎館村中央公民館（☎ 58・2250）
５日 梅沢富美男・花魁（おい

らん）道中
町応援大使の梅沢富美男さんが、ねぷた合同運行の先陣を切
って、花魁道中を行います

藤崎町商工会（☎ 75・2370）

６日 第４回大森勝山じょうも
ん祭り

史跡大森勝山遺跡で、火起こしや野菜焼、遺跡探検隊等、多
くのイベントを行います

弘前市文化財課（☎82・1642）

９日・10日 ２０１７りんご灯まつり 「ノレサ！ソレサ！」の掛け声で練り歩く「りんご山笠」は10日夕方に運行 板柳町産業振興課（☎ 73・2111）
11日 ２０１７りんごの里いた

やなぎ花火大会
3,000 発の花火が夏の夜空を彩ります 板柳町商工会（☎ 73・3254）

14日・15日 碇ヶ関御関所祭り 津軽の表玄関の「関所」を舞台に、多彩な催しを開催。関所
太鼓や江戸神輿は必見です。

平川市商工会碇ヶ関支所（☎ 45・
2044）

15日～20日 黒石よされ 日本三大流し踊りの一つで、約2,000人規模の流し踊りは必見 同実行委員会事務局（☎ 52・4316）

 

津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害
支援区分判定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。


