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お知らせ版

　市では、更なるごみ減量化を推進するため、ごみ処分手数料を付加しない家庭系ご
み指定袋を平成 30年度中に導入する計画を進めています。このたび、「家庭系ごみ
指定袋制度」の導入について（素案）を策定しましたので、説明会の実施および市民
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　７月15日～８月 14日（必着）
▽「家庭系ごみ指定袋制度」の導入について（素案）
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）
環境管理課（町田字筒井、弘前地区環境整備センター
管理棟２階）、環境管理課分室（市役所新庁舎３階）、
市役所総合案内（市役所１階）、岩木総合支所総務課（賀
田１丁目）、相馬総合支所民生課（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家庭系ごみ指定袋制度（素案）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）、

と　 き と こ ろ 備　考
７月 21日（金）

午後６時半～

中央公民館岩木館（賀田１丁目）大ホール 土足可
７月 26日（水） 市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４階） 土足可
７月 28日（金） 中央公民館相馬館（五所字野沢）研修室 土足可
７月 31日（月） 泉野多目的コミュニティ施設（泉野３丁目）多目的室 土足不可
８月 8日（火） 農村環境改善センター（大森字勝山）多目的ホール 土足不可
８月 9日（水） 北辰学区高杉ふれあいセンター（独狐字山辺）研修室 土足不可

※各会場の駐車場には限りがありますので、公共交通機関の利用や自家用車への乗り合いなどにご協力をお願いします。
※土足不可の会場については、設置しているスリッパに不足が生じる場合がありますので履物を持参ください。
※市民文化交流館ホールの会場で、ヒロロ駐車場、弘前駅中央口駐車場、弘前駅城東口駐車場を利用する人は、３時間まで
の無料認証を行いますので会場へ駐車券を持参ください。

件名（任意様式のみ、『「家庭系ごみ指定袋制度」の導
入について（素案）に対する意見』など）を記入の上、
次のいずれかの方法で提出を。
①郵送…〒036・8314、町田字筒井６の２、弘前地区環境
整備センター管理棟２階、環境管理課廃棄物政策係あて
②環境管理課、環境管理課分室へ直接持参（土・日曜
日を除く）
③ファクス…32・1957
④Ｅメール…kankyou@city.hirosaki.lg.jp
⑤「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、「家庭系
ごみ指定袋制度」の導入について（素案）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。

説明会

意見募集（パブリックコメント）

問い合わせ先　環境管理課廃棄物政策係（☎ 32・1969）

 「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。

「家庭系ごみ指定袋制度」の導入について
（素案）の説明会・意見募集（パブリック
コメント）を実施します
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ブック、うちわ、りんごジュース付
き）、小・中学生＝1,000円（うちわ、
りんごジュース付き）
○駅前　指定観覧席（いす席）…
2,000 円（ガイドブック、うちわ、
りんごジュース付き）
■問い合わせ先　弘前観光コンベン
ション協会（☎35・3131）

ちびっこねぷたのお通りだい

　弘前ねぷたまつりの幕開けとして
「ちびっ子ねぷたのお通りだい」を
開催します。かわいい子どもたちが、
元気な掛け声とともに、土手町をパ
レードします。
▽とき　７月 30 日（日）、午後３
時～（雨天中止）
▽運行コース　土手町倉庫→土手町
→一番町→桜大通り（解散地点）
■問い合わせ先　弘前青年会議所
（☎34・4458）

弘前ねぷた観覧のマナー
●運行前の場所取りはお止めください。撤去する場合があります。
●人ごみの中での喫煙や自撮り棒の使用、許可・承認のない小型無人機
「ドローン」の使用など、危険迷惑行為はお止めください。
●運行中は運行コースにはみ出ないようご注意ください。
●コース周辺の路上に駐車しての観覧は、近隣住民の迷惑となりますの
で、ご遠慮ください。

ねぷたの審査

　８月１日と２日（雨天順延）に、
ねぷたの構造や絵、運行の状況、囃
子（はやし）を審査します。審査は
桜大通り（市民中央広場側）に審査
席を設けて行います。

なぬかびおくり

　ねぷたまつりのなぬか日の夜に、
岩木川沿いにねぷたを並べ、ねぷた
囃子（ばやし）が奏でられる中、河
川敷でねぷたを炎で清め送り、まつ
りのフィナーレを飾ります。
▽とき　８月７日（月）、午後５時
～８時半（予定）
▽ところ　岩木川河川敷（岩木茜橋
近く）
▽入場料　無料

有料観覧席

　７月１日から販売しています。詳
しくはお問い合わせください。
▽料金
○桜大通り　指定観覧席（いす席）…
2,000 円（ガイドブック、うちわ、
りんごジュース付き）／自由桟敷席
…高校生以上＝2,000円（ガイド
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　高額介護（予防）サービス費は、１カ月に支払った
介護サービスの利用者負担が上限額を超えた場合、そ
の超えた分を申請により支給する制度です。平成 29

年８月サービス利用分から、利用者負担段階が第４段
階に該当する人の負担上限額が引き上げられます。
■問い合わせ先　介護福祉課（☎40・7071）

介護保険高額介護（予防）サービス費の
基準が変わります

8 月利用分から
適用されます

利用者負担段階区分 現在（月額） 平成 29 年８月１日から（月額）

第５段階

現役並み所得者に相当する人がいる
世帯の人
※同じ世帯に65歳以上で課税所得145
万円以上の人がおり、同じ世帯の65歳以
上の人の収入の合計が520万円以上（単
身の場合は383万円以上）である場合。

４万 4,400 円（世帯） ４万 4,400 円（世帯）

第４段階 世帯のどなたかが市町村民税を課税
され、第５段階に該当しない人 ３万 7,200 円（世帯）

４万 4,400 円（世帯）
※同じ世帯の全ての 65 歳以上の人（サ
ービスを利用していない人を含む）の利
用者負担割合が１割の世帯には、年間上
限額（44 万 6,400 円）が設定されます。

第３段階 世帯の全員が市町村民税非課税で、第
１段階または第２段階に該当しない人 ２万 4,600 円（世帯） ２万 4,600 円（世帯）

第２段階
世帯の全員が市町村民税非課税で、
合計所得金額と課税年金収入額の合
計が年間 80 万円以下の人

２万 4,600 円（世帯）
１万 5,000 円（個人）

２万 4,600 円（世帯）
１万 5,000 円（個人）

第１段階 生活保護を受給している人など １万 5,000 円（個人） １万 5,000 円（個人）
（世帯）…住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した人全員の負担の合計の上限額。
（個人）…介護サービスを利用した本人の負担上限額。

ふれあいの場を
つくりませんか

　高齢者同士や高齢者と各世代との交流を図り、地域
の支え合い活動の拠点となる場「居場所」の設置費用
の一部を助成します。
▽補助対象者　高齢者の介護予防を図ることを目的と
して「居場所」の設置を希望する個人または団体
∇補助要件　次の要件全てに該当するもの
①高齢者が自由に集える場であること
②参加者が65歳以上の高齢者５人以上であること
③月に２回以上、１回当たり３時間以上運営すること
④特定のサークル活動等を行わないこと
⑤実費負担を除き無料で利用できること
▽補助対象経費　バリアフリー化工事等の改修費／賃

借料、光熱水費などの運営費
▽補助金額　改修費＝１件につき最大 18万円／運営
費＝最大年額７万円
▽申し込み方法　改修費は改修を開始する日の 14日
前までに、運営費は運営を開始する日の７日前までに、
補助金交付申請書等を介護福祉課（市役所新館３階）
へ提出してください。
※申請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。
∇その他　補助金について、改修費は改修確認後、運
営費は平成29年度の事業完了後に交付します。
■問い合わせ・申請先　介護福祉課（☎40・4321）

高齢者ふれあい居場所づくり事業費補助金

　弘前市重度心身障害者医療費助成制度（「重度医療」）
を受けている人の自己負担上限額が、平成29年８月
受診分から下表のとおり変わります。重度医療費は診

療を受けた日の属する月の翌月から起算して２年以内
のものが申請できます。
■問い合わせ先　福祉政策課（☎40・7036）

重度医療費の自己負担上限額が変わります

所得区分 現在（月額） 平成 29 年８月１日受診分から（月額）
外来 入院 外来 入院

上位所得者 対象外 対象外
一般 １万 2,000 円 ４万 4,400 円 １万 4,000 円

（年間上限額14万4,000円）
５万 7,600 円

（多数該当４万 4,400 円）※
低所得者

（市民税非課税世帯） ０円 ０円
※… 過去 12カ月以内に高額療養費の支給が４回以上あったときは、４回目から多数該当になり自己負担の額が少なくなります。

８月

     １日～７日弘
ねぷたまつり

前
■運行日程など、まつりに関する問い
合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎
37・5501）

2

合同運行の出発時間・コース

１日～４日＝午後７時、桜大通りか
ら出発／５日・６日＝午後７時、中
央通りから出発／７日（なぬかび）
＝午前 10時、松森町ふれあい広場
交差点から出発
※１日～４日は、ねぷた出陣に先立
ち、桜大通りで津軽情っ張り（じょっ
ぱり）大太鼓の演技を披露。なお、
津軽剛情張大太鼓は桜大通り「市民
中央広場」に展示しています。

【ねぷた運行コース】

※運行前にはコースへの車両の進入
が禁止となります。

8月受診分から
適用されます

弘 前 駅

イトー
ヨーカドー

市立病院７日

みちのく
　　銀行

有料
観覧席

中
央
通
り

１日～
　４日 有料

観覧席

元寺町

代官町

松森町
ふれあい広場

百石町展示館百石町展示館
百石町

3･3･2号線

まちなか情報
センター 　
まちなか情報
センター 　

審査席

アートホテル弘前シティ

ヒロロ
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子宮頸がん（女性）
対象年齢 対象者の範囲
21 歳 全員

　がんの早期発見・早期治療につなげるため、がん検
診の無料クーポン券を７月中に発送します。対象とな
るのは右記に該当する人です。詳しくはクーポン券と
一緒に送付するお知らせをご覧ください。

○子宮頸がん・乳がん検診について
　対象年齢に該当する人で、平成 29年４月 20日現
在、弘前市に住民登録のある人に無料クーポン券を発
送します。４月21日以降に弘前市に転入した対象年
齢の人は、前住所地の市町村からクーポン券が発行さ
れます。すでに前住所地の市町村からクーポン券が送
付されている人は、当市のクーポン券との交換が必要
ですので、お問い合わせください。

○大腸がん検診について
　対象者のうち、平成29年４月１日以降、すでに弘前
市の大腸がん検診を受診し、自己負担金を支払った人に
ついては、自己負担金を助成しますので領収書の保管を
お願いします。
■問い合わせ先　健康づくり推進課（☎37・3750）

乳がん（女性）
対象年齢 対象者の範囲
41 歳 全員

大腸がん（男性・女性）
対象年齢 対象者の範囲

45 歳～ 49歳

対象年齢に該当
する人のうち、
平成 24 ～ 28 年
度に、市が実施
する大腸がん検
診を一度も受け
たことのない人

子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診無料クーポン券対象者は受診を

　無料職業紹介所（ハローワークなど）を通して新規
作業員を雇用するりんご農家に対し、研修期間の賃金
の一部を補助します。
▽条件　70歳以下の新規作業員
※これまでにこの事業を活用して雇用した作業員、直
接雇用した作業員は対象になりません。
▽補助対象経費　①摘果／②袋掛け／③袋はぎ／④葉
取り玉回し／⑤収穫の５作業につき、各５日間の研修
期間分の賃金（交通費は除く）
▽補助金額　２分の１以内（上限は3,000円／日）

▽用意するもの　領収書（押印のあるもの）、紹介状、
通帳、印鑑。また、作業員の住所・生年月日・作業月
日をお知らせください。
※作業員の住所が市外の場合は、運転免許証または健
康保険証などの写しが必要です。
※必要書類はりんご課に用意していますので、希望す
る人は連絡を。
■問い合わせ先　りんご課（旧上下水道部庁舎１階、
☎40・7105）

農作業支援雇用対策事業
（スマイルアップ・ルモデル事業）

りんご農家を
支援します

5ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.７.１５

市政情報
Town Information

【カラス対策用のテグスを提供】
　建物や樹木に設置するテグスを無償で提供します。
これによりカラスの飛来を防ぐことができます。
▽対象　市内に住居・事務所・農地等を所有する人な
ど
▽条件　提供後おおむね30日以内に設置すること／
設置前・設置後の写真および設置効果についての情報
を提供すること
▽その他　１件につき１個（1,000 ｍ）とし、設置
にかかる費用は自己負担となります／設置方法などの
不明な点については、市が情報提供します。
【カラスのふんの清掃用具を提供】
　清掃用具（デッキブラシ）を無償で提供します。
▽対象　市内に住居・事務所等を所有する人など

みんなのチカラで街なかカラス対策カラス対策に
ご活用ください

▽条件　カラスのふん害に関する情報（清掃回数など）
を提供すること
【カラス追い払い用ＬＥＤ懐中電灯の貸し出し】
　町会などの団体や個人が、自主的にカラスの追い払
いをする際に使用するＬＥＤ懐中電灯を貸し出しま
す。
▽対象　市内に住居・事務所等を所有する人など
▽条件　カラス追い払いに関する情報（回数、使用場
所、効果など）を提供すること
▽貸出期間　平成30年３月 31日まで
※乾電池は各自で用意してください（単１×４本使用
します）。
■問い合わせ・申込先　環境管理課環境保全係（町田
字筒井、☎36・0677）

　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、新しい総合計画に
基づいて市政を運営します。
　この新しい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
■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

豊田 ７月 28 日（金）
午後１時半～２時半

東部公民館（末広４丁
目）中会議室

清水 ８月 18 日（金）
午後１時半～２時半

清水交流センター（大
開２丁目）

文京 ８月 21 日（月）
午後１時半～２時半

中野集会所（中野２丁
目）

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！

　健康や生活習慣病に関する幅広い知識や、健康づ
くりの実践法について学び、地域での「健康づくり
活動」のけん引役として活躍できる人を養成する講
座です。修了後は「ひろさき健幸増進リーダー」と
して、自主的な健康づくり活動の実践や、市や弘前
大学が実施する運動教室などへ協力してもらいま
す。
【講座】
▽期間　９月２日から約４カ月間（おおむね毎週水
曜日に実施）
▽時間　午後６時～９時（初日は午前９時～午後０

時40分。実践実習は時間が異なります）
▽内容　健康概論、生活習慣と疾病、実践（栄養・
運動）など
※講義・実習・実践実習・ワークショップなど（お
おむね50 時間）の受講が必要。
▽対象　市内在住で、全日程受講でき、修了後に「ひ
ろさき健幸増進リーダー」として長期にわたりボラ
ンティア活動ができる18 歳以上の人＝ 30 人程度
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項を記入し、８月
17日までに、健康づくり推進課（野田２丁目、弘
前市保健センター内）へ。
※申込書、講習日程および募集要項は、市ホームペー
ジからダウンロードできます。
【説明会】
　養成講座の内容や修了後の活動などについて、説
明会を開催します。
▽とき　７月29日（土）、午前10時～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健康ホール
■問い合わせ先　健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

ひろさき
健幸増進リーダー

養成講座

 

市民参加型まちづくり１％システム

３次募集中です！
　「弘前市市民参加型まちづくり 1％システム」は、
個人市民税の 1％相当額を財源に、市民自らが考え、
企画・実践する活動に必要な経費を助成する、公募型
の補助金制度です。皆さんのアイデアや経験を生かし
た、地域課題の解決や地域の活性化などにつながる事
業の提案をお待ちしています。
　「１％システムとはどんな制度？」「事業を申請した
いけど、書類を作るのが大変なので教えてほしい」な
ど、簡単な制度の概要から具体的な書類の書き方まで、
１％システムに関する質問や相談については、随時受
け付けしていますので、気軽にお問い合わせください。
◎募集期間…8 月 4 日まで（事業実施期間…10月１
日～平成30年３月 31日）

■問い合わせ・提出先　市民協働政策課（市役所２階、
☎ 40・7108、 Ｅ メール shiminkyoudou@city.
hirosaki.lg.jp）
●１％システムの情報は、市ホームページ（http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/seido/
ichipercent/）をご覧ください。
　市民協働政策課のフェイスブックでも、今後開催さ
れる採択事業の情報や、行われた事業の様子を、随時
紹介していきます。
・弘前まぢながサミットフェイスブック（https://
www.facebook.com/madi20160302/）
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　弘前市インバウンド推進協議会では、当市の外国人
観光客の増加を図るため、観光関連事業者が行う外国
人観光客の誘客事業に要する経費の一部を補助しま
す。
▽補助対象者　次の①～⑤のいずれかに該当する者
①文化教養施設、レジャー施設、そのほか観光または
レクリエーションに関する施設を営業している事業者
②ホテル、旅館など宿泊が可能な施設を営業している
事業者
③観光客向けに郷土料理などを提供する飲食業を営業
している事業者
④鉄道、バス、タクシー、レンタカー業などを営業し
ている事業者
⑤そのほか外国人観光客の誘致に取り組んでいる者
▽補助対象事業　次の①～③のいずれかに該当する事

業
①国内外における誘客イベント（旅行博、商談会など）
への出展および参加
②旅行代理店などへの訪問
③そのほか外国人観光客の誘致に資する活動（「物販」
「伝統芸能公演」などの活動は除く）
▽補助対象経費　旅費、委託料、ブース出展料、その
ほか会長が必要と認めるもの
▽補助率・補助限度額　補助対象経費の実支出額の合
計額の２分の１以内の額、または８万円のいずれか少
ない額
※原則、先着順で交付します。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・申請先　国際広域観光課（☎ 40・
7017）

インバウンド推進協議会誘客事業費補助金対象事業者は
申請を

　総合事業のみなし指定を受けている事業所（平成
27年３月 31日において指定介護予防サービス事業
者の指定を受けている事業所）のみなし指定の有効期
限は平成 30年３月 31日です。平成 30年４月１日
以降も事業継続を希望する場合は、事前に指定更新申
請が必要です。

▽受付期間　７月18日～ 12月 28日
▽申請方法　市ホームページに掲載されている所定
の様式に必要書類を添付して介護福祉課（市役所新館
３階）へ。
■問い合わせ・申請先　介護福祉課自立・包括支援係
（☎40・4321）

介護保険指定事業所のみなし指定更新申請
の受け付けを開始

継続を希望する
場合は申請を

詳しくは
問い合わせを

　りんご産業の維持発展に資すると考えられる「新た
な取り組み」に対して、補助金を交付します。
　作業の軽減、効率化などの革新的な取り組みや、多
様な人材活躍の環境を構築する取り組みなど、事業提
案をお待ちしています。
▽対象者　市内に住所を有する２戸以上のりんご生産
者で組織する団体、または農地所有適格法人・農業協
同組合・認定農業者・認定新規就農者、移出・加工を
主たる業務とする事業者
▽対象経費　りんご産業のイノベーションに資する設
備設置や物品購入など、りんご産業の維持発展に資す
ると考えられる新たな取り組みに要する経費
▽補助金の額　補助対象経費の２分の１の額または
200 万円のいずれか少ない額以内の額（ただし、既
に当補助金で取り組まれた事業については、事業成果
の効果的な普及を検証する経費について上限 100万
円）
▽申込期限　７月31日
■問い合わせ・申請先　ひろさき未来戦略研究セン
ター（市役所新館５階、☎40・0631）

【収穫箱軽量化に伴う運搬作業の省力化】
　家庭用や直接販売用りんごについて、15kgの収穫
箱を導入し、女性でも運搬作業が容易にできるように
なり、体力的な負担が軽減されたほか、多様な人材が
運搬可能になっ
たことにより、
作業の効率化が
図られました。

【ＩＣＴ活用によるリンゴ生産者ブランド構築事業】
　クラウド型リンゴ生産管理システムを弘前市りんご
公園などに 2,110 本導入し、品種ごとの作業効率、
時間あたりの生産量等を数値化することで、データに
基づいた収益性の高い作業計画の立案・実行・現状

把握・軌道修正
（PDCA サ イ ク
ル）が可能とな
りました。

りんご産業イノベーション支援事業補助金
取り組み例

20kg 箱 15kg箱
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　中央弘前駅前広場の面積を変更する都市計画変更
の原案を作成しましたので、原案の閲覧および説明
会・公聴会を開催します。
【変更する都市計画の名称】
○弘前広域都市計画道路の変更（駅前広場面積の変
更、吉野町地内）
【説明会】
▽とき　７月25日（火）、午後６時半～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室２
【原案の閲覧】
▽とき　７月26日～８月９日の午前８時半～午後５
時（土・日曜日を除く）
▽ところ　市都市政策課（市役所１階）
※原案は市ホームページでも閲覧できます。

【公聴会】
▽とき　８月21日（月）、午後６時半～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室１
▽公述の申し出　公聴会に出席して意見を述べるこ
とができる人は、市内に住所を有する人で公述申出書
の提出が必要です。あらかじめ問い合わせの上、７月
26日～８月 16日（必着）までに公述申出書を提出
してください（土・日曜日、祝日を除く、午前８時半
～午後５時）。
※８月16日までに公述の申し出がない場合は、公聴
会の開催を取りやめますので、傍聴を希望する人は事
前にお問い合わせください。
■問い合わせ・公述申出書提出先　市都市政策課（市
役所１階、☎35・1134）

都市計画変更の原案の閲覧および説明会・
公聴会の開催

詳しくは
問い合わせを

　ダンスをめぐる国民の意識の変化に対応し、客にダ
ンスをさせる営業の一部が風俗営業から除外されると
ともに、営業の形態に応じて規制する改正が行われま
した。これにより風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律を引用して建築物の制限を行っている
次の地区について、改正に合わせて地区計画を変更す
る予定ですので、変更内容についての説明会を行いま
す。
【下土手町地区計画区域】
▽とき　７月25日（火）、午後６時～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室２
▽変更内容　ナイトクラブ（ダンス＋飲食）のうち明
るさが10ルクス（上映前の映画館と同じくらい）よ
り明るいものと、ダンスホール（ダンス）が建築でき
るようになります。
【樋の口地区計画区域】
▽とき　７月21日（金）、午後６時半～
▽ところ　西交流センター（城西４丁目）大広間
▽変更内容　ナイトクラブのうち明るさが10ルクス
より明るいもので、①深夜営業しないものと、②深夜

営業でお酒を提供しないものが建築できるようにな
ります。
【弘前駅前・上土手町地区計画区域】
▽とき　７月25日（火）、午後６時～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室２
▽変更内容　ナイトクラブのうち明るさが10ルクス
より暗いものが建築できないようになります。
【城東第五地区計画区域の一部】
▽とき　７月27日（木）、午後６時半～
▽ところ　総合学習センター（末広４丁目）視聴覚室
▽変更内容　ナイトクラブのうち明るさが10ルクス
より暗いものが建築できないようになります。
【安原第二地区計画区域の一部】
▽とき　７月24日（月）、午後６時半～
▽ところ　泉野多目的コミュニティ施設（泉野３丁
目）多目的室１
▽変更内容　ナイトクラブのうち明るさが10ルクス
より暗いものが建築できないようになります。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ先　都市政策課（☎35・1134）

風営法の改正に伴う地区計画の変更原案
の説明会を開催

説明会を
開催します

　多子家族の子育てを応援するため、市の公共施設（文
化・体育・社会教育施設等）の使用料などが無料にな
るパスポートを発行しています。夏休みにプールなど
でも活用できます。対象施設など詳しくは、市ホーム
ページ内「ひろさき多子家族応援パスポート事業対象
施設リスト」をご覧ください。

ひろさき多子家族応援パスポート市の公共施設の
使用料などが無料

▽対象　平成11年４月２日以降に生まれた子どもが
３人以上いる家族の親子
▽受付場所　子育て支援課（市役所新館３階）
▽申請に必要なもの　親子全員分の健康保険証など
■問い合わせ先　子育て支援課子育て戦略担当（☎ 
40・7038）
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カードを配布）。
▽ところ　こども絵本の森
▽内容　絵本に関するクイズの答え
をカードに記入してください。全問
正解者には、おめでとうカードと景
品をプレゼント（先着50人）。
▽対象　小学生以下
▽参加料　無料
■問こども絵本の森（☎ 35・0155、
毎月第３木曜日は休み）

「森山」に草花を植える会

　岩木山のふもとにある「森山」に
草花を植えてみませんか。自宅の庭
や鉢で楽しんでいる草花を持ち寄っ
て植えることができます。今回はギ
ボウシを主体に植えます。
▽とき　７月23 日（日）
　　　　午前９時～ 11 時半
※当日は、午前９時までに、岩木山
観光協会（百沢字裾野）に集合。徒
歩で森山に向かいます。
▽対象　草花が好きで、山歩きがで
きる人（子ども連れでの参加も可）
▽参加料　無料
▽持ち物　草花を植える道具（ス
コップなど）
※植える草花がない人は、申込時に
相談を。
■問 7月 21日までに、岩木山観光協
会（☎ 83・3000）へ。

こどもの森 7 月の催し

◎カブト・クワガタ展
▽とき　7月 23日～８月 6日の午
前8時半～午後4時半
▽ところ　こどもの森（坂元字山元）
▽内容　カブトムシやクワガタの飼
育展示をします。
▽観覧料　無料
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／みどりの協会（☎
33・8733）

こどもアート
体験ひろば 2017
　市内の文化芸術団体の協力で、音
楽、美術などさまざまなアートが体
験できるイベントを開催します。

▽とき　７月 23 日（日）、午前９
時45 分～午後１時（体験コーナー
は午後０時45 分まで）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　体験コーナー（弦楽器、管
楽器、マンドリン、琴、日本舞踊、
茶道、せん茶道、指人形づくり、書
道、絵画、籐工芸、生け花、焼き物、
バルーンアート、ねぷた絵の色付け、
オリジナルうちわ作り）／午後０時
45分～=三味線ライブ（弘前大学
津軽三味線サークル）
▽対象　小学生（親子での参加も可）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要で、当日は
自由に参加できますが、コーナーに
よっては定員を超えた場合、体験で
きないことがあります。
■問生涯学習課（☎ 82・1641）

体験してみよう！裁判員裁判

　裁判について詳しく知ることがで
きる裁判所体験見学会です。
▽とき　７月26日（水）
　　　　午後２時～４時半
▽ところ　青森地方裁判所（青森市
長島１丁目）
▽内容　裁判員模擬裁判の体験など
▽対象　小学校５・６年生＝25 人
（先着順、保護者の同伴可）
※事前の電話申し込みが必要。
■問青森地方裁判所（☎青森 017・
722・5421〈午前９時～午後５時〉）

弥生いこいの広場の催し

◎ハリネズミとのふれあいとアライ
グマのエサやり体験
▽とき　7月 30日（日）
　　　　午前11時半～
▽対象　動物広場入場者
▽参加料　無料（動物広場入場料が
必要）
※事前の申し込みは不要。
◎ Summer スクール「飼育員の
お仕事体験」
　動物広場にいる動物たちのお世話
をする体験ができます。1日飼育員
になろう！
▽とき　8月 5日（土）、午前 9時

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎舞踏家雪雄子による舞踏ワーク
ショップとセミナー
▽とき　第１部…７月 22 日、午
後１時半～３時／第２部…７月 23
日、午後１時半～３時
▽内容　土方巽「病める舞姫」～身
体言語を読み解く
◎夏休み！親子で電動ロクロ体験
▽とき　７月 28 日・29 日の午前
10時～午後３時
▽講師　小山陽久さん、佐藤学さん
（津軽千代造窯）
▽定員　20人
※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）
▽参加料　1,500円
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

夏休みおはなし会

▽とき　７月22日（土）
　　　　午後２時～２時40分
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽語り手　東北女子大学児童学研究
部
▽対象　小学生以下＝80人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

夏休みおはなしクイズラリー
　こども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階）閲覧室内に掲示する「おはな
しクイズ」にチャレンジしよう。
▽とき　７月22日～８月 20日
※回答カードの配布は、７月22日
の午前 10時からこども絵本の森
（駅前町、ヒロロ３階）受付カウン
ターで行います（クイズラリー開催
期間中は８月 17日を除き毎日回答

～午後2時　
※現地集合・解散。
▽体験内容　獣舎の清掃、エサの準
備、エサやりなど動物のお世話
▽対象　小学生＝15人（先着順）
※ 7月 15 日から申し込み受け付
け。
▽参加料　300 円（豚汁、ジュー
ス代を含む）
▽持ち物　おにぎり、タオル、着替
え、帽子、長靴、手袋
◎Mission!! 昆虫お兄さんを探せ !
　昆虫お兄さんを探し出すと、カブ
トムシがもらえます。なお、ダミー
の昆虫お兄さんが紛れているので、
ご注意ください。
▽とき　8月 6日（日）
　　　　午前10時～正午
※雨天中止。カブトムシが無くなり
次第終了。
▽参加料　無料　
※動物広場入園料が必要となる場合
があります。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

岩木夏まつり

　ねぷたの合同運行、パレード、夜
店など盛りだくさんのイベントが、
賀田商店街を舞台に行われます。
▽とき　７月30日・31日
▽ところ　賀田通り、岩木文化セン
ターあそべーる（賀田１丁目）周辺
▽内容　獅子舞披露／よさこい＆ね
ぷた運行／岩木ファミリーバンドラ
イブ／ヒップホップ・ストリートダ
ンス／フラ＆タヒチアンダンスなど
■問岩木夏まつり実行委員会事務局
（岩木山商工会内、☎ 82・3325）

弘前公園武徳殿の夏企画
津軽「漆」ワークショップ
　津軽塗りの一部工程（研ぎ出し）
が体験できます。
▽とき　８月１日～６日の午前 10
時～午後３時
▽ところ　武徳殿休憩所（弘前公園

内）
▽体験時間　約 30分（製品により
時間がかかる場合があります）
▽体験料　有料（別途入園料が必要）
■問みどりの協会（☎ 33・8733）

藤田記念庭園８月のイベント

◎８月の夜間開園
　弘前ねぷたまつりやお盆期間中に
特別開園します。また、切り絵展の
ライトアップも行います。
▽とき　８月１日～４日、13日～
15日、午後５時～９時
▽ところ　洋館（藤田謙一資料室）、
高台部、低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子ども
＝100円
◎青柳省吾切り絵展
▽とき　８月１日～ 15日、午前９
時～午後５時（夜間開園中は午後９
時まで）
▽ところ　和館
▽観覧料　無料（ただし、入園料は
必要）
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

ヒロロスクエアのイベント

【親子で英語体験１. ２. ３!】
▽とき　８月３日（木）
　　　　午前10時半～ 11時半
▽ところ　ヒロロ
（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽対象　０歳～就
学前の子どもとそ
の保護者＝ 25 組
（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込み
が必要。
【DANCE 交流文化祭 2017】
　ダンスの部活やサークル、同好会
単位での成果発表・交流の場です。
▽とき　８月４日（金）
　　　　午後０時半～７時
▽ところ　ヒロロ (駅前町）４階市
民文化交流館ホール
▽入場料　2,000 円
▽チケット取扱所　ヒロロ（１階イ
ンフォメーション、３階市民文化交

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〉）

第３回日本・台湾友好音楽祭

▽日程と内容　８月６日（日）、①
ワークショップ（月琴、三味線、手
踊り）＝午後１時～２時、先着 30
人（当日午前 10時から３階多世代
交流室Aで受付）／②交流演奏会
（津軽郷土芸能、津軽民謡、台湾月
琴民謡）＝午後２時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽参加料　無料
■問 弘 前 市 民 俗 芸 能 保 存 連 合
会（津軽三味線ライブあいや
内、 ☎ 40・2007、 ■Ｅ info@
shibutanikazuo.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。

 イベント

7
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　月面クレーターを観
察しよう
▽とき　８月５日（土）、午後７
時～９時半
★観察会　ペルセウス座流星群
を観察しよう
▽とき　８月 12 日（土）、午後
７時～９時半
★観察会　こと座とはくちょう
座アレビレオを観察しよう
▽とき　８月 19 日（土）、午後
７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）
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コース」…ブナコ西目屋工場見学（西
目屋村）→ビーチにしめや（西目屋
村）昼食→堀越城跡（弘前市）→大
円寺（大鰐町）
◎Ｂコース「津軽平野南部をめぐる
コース」…田んぼアート・刀鍛冶見
学（田舎館村）→和風レストラン御
幸（黒石市）昼食→中町こみせ通り
（黒石市）→禅林街坐禅体験（弘前市）
▽対象　弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村に在住の人＝各コース 40
人
▽参加料　Ａコース＝ 1,500 円／
Ｂコース＝2,700円
※いずれも昼食代・入場料を含む。
キャンセルする場合は9月20日ま
でに連絡をしてください。以降は、
キャンセル料が発生することがある
ので、ご注意ください。
▽申し込み方法　8 月 25 日（消
印有効）までに、はがきまたはＥ
メール（①希望のコース、②バスの
乗降場所、③郵便番号・住所、④
氏名、⑤年齢、⑥電話番号を記入）
で、フラワー観光「ふるさと探訪
バスツアー」係（〒 036・8053、
和泉２丁目１の１、■Ｅ hirosaki@
flower-travel.com）へ。
※はがきまたは Eメール１通で２
人まで（２人で申し込みをする場合、
代表者を明記し、③～⑥をそれぞれ
記入）。応募多数の場合は抽選で決
定（初参加の人を優先）し、結果は
当選者のみに通知します。
■問フラワー観光（☎ 26・2113、
日曜日・祝日は除く）
※詳しくは津軽
広域連合ホーム
ページ（http://
tsugarukoiki.
jp/）をご覧く
ださい。

子ども免許証を発行

　城北公園交通広場（田町３丁目）
では、交通ルール順守の意識啓発を
図ると共に、子どもの交通事故防止
を図るため、７月 22日からの夏休
み期間中の毎週土曜日、小学生以下
の子どもを対象に、「子ども運転免
許証」の発行を期間限定で行います。
　学科試験や実技試験にチャレンジ
してゲットしよう！詳しくは問い合
わせを。
■問城北公園交通広場事務室（ ☎
33・6755）

津軽塗匠体験
▽とき　７月22日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　金属町体育センター集会
室
▽内容　鉛筆・スプーン・ブローチ・
ペンダント・箸のうち１つを津軽塗
にします（うるしかぶれの心配はあ
りません）。
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　700 円～（材料により
異なります）
▽申し込み方法　電話か窓口または
メールで当日まで受け付けます。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482、 ■Ｅ kinzoku@hirosaki-
taikyo.com)

サンモードスクールオブ
デザイン無料公開講座
▽とき　７月 26日～ 28日の午前
10時～午後４時

▽ところ　サンモードスクールオブ
デザイン（下白銀町）
▽内容　服や小物作り、リメイクな
ど、自由に学べます。
▽対象　中学生以上＝ 10人（先着
順）
▽受講料　無料（材料は各自用意を）
■問７月 24 日までに、サンモード
スクールオブデザイン（☎ 32・
0129）へ。

高齢者健康
トレーニング教室
【ロマントピア教室】
▽利用時間　午前９時～午後５時
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）森林科学館内
▽対象　満 65歳以上の市民＝各回
６人（１日４回開催）
▽内容　６種のトレーニングマシン
を使った運動プログラム
▽参加料　無料
▽持ち物　健康保険証、飲み物、室
内用シューズ、タオル
※事前の申し込みが必要。
■問 ロマントピア教室（☎ 84・
2236）
【温水プール石川教室】
▽利用時間　午前９時半～午後４時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　油圧式マシンを使った筋力
トレーニング、有酸素運動を交互に
行うサーキットトレーニング
▽対象　満 65 歳以上の市民=各
回 12人（１日７回開催）
▽参加料　無料
▽持 ち 物　健康保険証、室内用
シューズ、飲み物、タオル
※事前の申し込みは不要。
■問温水プール石川教室（☎ 49・
7081）

▽参加料　男性＝ 4,500 円／女性
＝2,500円
■問８月 18 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。

「津軽岩木スカイラインを
歩いてみよう会」参加者募集
　心身の健康増進を目的に、自動車
を一時通行止めにした津軽岩木スカ
イラインを歩いてみませんか。
▽とき　９月３日（日）
※雨天決行。ただし、荒天時は中止。
▽集合　午前６時45分までにＪＲ
弘前駅城東口駐車場前（往復とも専
用貸切バスを利用。帰りは午後２時
半に８合目出発）へ
▽コース　Ａコース＝ 10㎞／Ｂ
コース＝５㎞
▽対象　小学生以上（小学生は高校
生以上の同伴者が必要）
※体の不自由な人も参加できます
が、事前にご連絡ください。
▽参加料　１人2,000円
※中止の場合は返金しませんので、
ご注意ください。
▽持ち物　昼食、飲み物、汗ふきタ
オル、雨具など
▽申し込み方法　８月 20 日まで
に、案内チラシ添付の振込用紙また
は郵便振替用紙で申し込みくださ
い。詳しくは問い合わせを。
■問弘前歩こう会事務局（今井さん、
☎ 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。

ふるさと探訪バスツアー
　津軽の魅力を再発見してもらうこ
とを目的に開催します。
▽と き　Ａコース＝９月 28 日
（木）、午前９時～午後３時 50分／
Ｂコース＝９月 30 日（土）、午前
９時～午後４時
※両コースともに小雨決行。
▽集合　①午前 9時までに、弘前
運動公園（豊田２丁目）駐車場へ／
②午前 9時 20 分までに、JR 弘前
駅城東口バスプールへ
▽訪問コース　
◎Ａコース「工芸品工場と史跡見学

湯めぐりレクリエーション

▽とき　８月８日、９月５日、10
月３日、11 月７日、12 月５日、
平成 30 年１月 16 日、２月６日、
３月６日、午前10時半～午後３時
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）体育館・ちびっこアリーナ、
近隣温泉施設
※弘前駅前から無料送迎バスあり。
▽内容　①レクリエーション（軽い
体操、脳トレ）、②温泉、食事
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　2,000 円（温泉入浴・
食事付き）
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
入浴道具
※当日撮影した写真などを各メディ
アで使用する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
■問希望日の２週間前までに、岩
木 山 総 合 公 園（ ☎ 83・2311、
■Ｆ 8 3・2635、 ■Ｅ i n f o@
iwakisansportspark.com）へ。

2017 年度　山の日の集い

▽とき　８月11日（金・祝）
▽ところ　岩木山（赤倉コース）
▽集合　午前 6時半までに、大石
神社前広場（大森字勝山）へ
▽定員　10人
▽参加料　1,000 円（写真、保険
料を含む）
▽申し込み方法　７月 26 日（必
着）までに、はがきかEメール（住
所、氏名、生年月日、性別、電話番
号を記入）または、ホームページ
（http://www.hirosakirousan.
net/）からお申し込みください。
■問弘前勤労者山岳会（竹内さん、
〒 036・8115、広野１丁目 16の
11、 ☎携帯 090・7074・3979
■Ｅ kndrm915@yahoo.co.jp）

科学フェスティバル
in プラザ棟
　Mr. マサックをはじめとする「ま
ちかど科学館（仮称）プロジェクト
会」の講師陣による楽しい科学イベ
ントです。
▽とき　８月 11 日・12 日の午前
９時半～午後３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）
▽内容　実験・工作ブース、ワーク
ショップ
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【無料シャトルバス運行（予定）】
▽区間　弘前駅城東口～観光館バス
プール～会場
▽発車時間　弘前駅城東口発…午前
９時、11 時、午後１時 20 分、２
時 50分／会場発…午前 10時、正
午、午後２時、３時40分
※詳しくは生涯学習課（☎ 82・
1641）へ。
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388、午前９時～午
後４時、月曜日は休み）

はるか夢球場 Field
Concert2017
▽とき　８月 12 日（土）、午後５
時～（開場は午後４時～）
▽ところ　はるか夢球場（豊田２丁
目、運動公園内）
※雨天時は克雪トレーニングセン
ターで開催。
▽出演者　長谷川健 Swing Hat 
Jazz Orchestra ほか
▽入場料　前売り券 1,500 円、当
日券 2,000 円（いずれも 500 円
分の飲食券つき）
※中学生以下（大人同伴）、障がい
者（証明を持参）は無料。
▽販売場所　市内の体育施設
■問運動公園管理事務所（☎ 27・
6411、■Ｈ http://www.hirosaki-
taikyo.com/）

弘前市青年交流会～農家の
出会いは BBQ!!! ～第二弾
▽日程　８月 26 日（土）、午後１
時～７時＝市立観光館バスプール
（下白銀町）出発・解散
※雨天決行。貸し切りバスで移動。
▽内容　森の中の果樹園（十面沢字
轡）で果物狩りを体験した後、星と
森のロマントピア（水木在家字桜井）
でバーベキュー
▽対象　おおむね30歳～ 50歳の
独身男女（男性は市内に居住する農
業青年）
▽定員　男女各10人

 教室・講座
  

  ６月 28日に行われたプロ野球１軍戦の様子など、子
どもたちの夢と希望を育む笑顔あふれるボールパークと
して生まれ変わった「はるか夢球場」を紹介します。
○放送日　７月29日（土）、午前11時 15分～ 11時半
○放送局　青森テレビ（ＡＴＶ）

「子どもたちへ夢を！～はるか夢球場リニューアル～」 
えがお弘前“ビタミン Hi（ハイ）”

市のテレビ番組  

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,630人　   （－          71）
　 男　　  80,085人　   （－           03）
　 女　　  94,545人　   （－       68）
・世帯数　 71,692世帯    （+             02）
   平成 29年６月１日現在（推計）

11ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.７.１５
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（小学生は保護者の同伴が必要）
▽参加料　無料
▽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）
▽持ち物　ハンカチ、バッグなど、
藍で模様を入れたい木綿製品１つ
▽受け付け開始　８月６日（日）
※作業がしやすく、汚れても構わな
い服装でお越しください。
■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）

ひとり親家庭等
就業支援講習会
　母子家庭の母・父子家庭の父およ
び寡婦で、全日程出席できる人を対
象に開催します。
○パソコン講習会（個別指導）
▽とき　８月31日～ 11月 30日
（全 34時間）
▽ところ　ソフトキャンパス弘前校
（土手町）
▽定員　10人
○調理師試験準備講習会
▽とき　９月５日・６日
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽定員　本年度の調理師試験を受験
する人＝４人
～共通事項～
▽受講料　無料（教材費、受験料は
本人負担）
▽申込期間　７月 21 日～８月 10
日
▽申し込み方法　申込書に写真（縦
４㎝×横３㎝）を貼付し、子育て支
援課（市役所新館３階）へ提出して
ください。
※申込書は同課で配布。また、申し
込み多数の場合は抽選で決定。
■問子育て支援課（☎ 40・7039）

求職者支援訓練の受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【ゼロから学べるパソコン・簿記事
務科】
▽とき　９月６日～平成 30年１月
５日

▽ところ　キャリアスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽申込期限　８月10日
【職場で活かせるパソコン基礎科】
▽とき　９月 27日～平成 30年１
月 26日
▽ところ　Ｓ.Ｋ.Ｋ.情報ビジネス
専門学校山下町校舎
▽申込期限　８月31日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込締め切り日までに各
訓練施設へ受講申込書を提出してく
ださい。
▽職業訓練説明会　７月 26日およ
び８月 24日にヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流センターで、職業訓
練制度の概要説明および各訓練施設
からの訓練内容説明を行います。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

緑地まつり開催

  土淵川吉野町緑地（吉野町２丁目）
で刈り取りしたラベンダーを無料配
布します。樹木のせん定や雪囲いの
方法など、植木や庭についての相談
も受け付けます。
▽とき　７月23日（日）
　　　　午前10時～
▽ところ　土淵川吉野町緑地
※無料配布は無く
なり次第終了しま
す。雨天中止。
■問弘前市造園組合
（☎95・2246）

2017 平成まんじ札

  弘前青年会議所では、地域社会の
活性化を目的として、平成まんじ札
を市内 40店舗で実施します。今年
の平成まんじ札は、裏面に弘前市の
古地図を印刷しており、全て収集す
ると１枚の古地図が完成します。ま
た、まんじ札を全て収集すると先着
順で平成まんじ札収集キットを差し
上げます。詳細はホームページでご

確認ください。
▽期間　７月24日～８月 31日
※期間内に全数が配布された場合
は、その時点で終了となります。
▽配布場所　市内40店舗
▽配布枚数　１店舗400枚
■問弘前青年会議所（東長町、☎34・
4458、■Ｈ http://hirosakijc.com/）

市民参画センター
開館時間変更のお知らせ
▽変更期間　８月１日～４日
▽開館時間　午前９時～午後５時
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

※時間はいずれも午後１時～３時。
▽対象　市内在住の小学生で、①・
②の両方に参加でき、裾野地区体育
文化交流センターに各自で集合でき
る人＝ 10 人（先着順）
※小学校３年生以下は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽申し込み方法　電話で申し込みを
（受付時間は土・日曜日、祝日を除
く午前９時～午後５時）
■問文化財課（☎ 82・1642）

大人のための英会話・
韓国語入門講座
　英会話は中学１年生レベルの文法
を中心に基礎・旅行会話を、韓国語
はハングルの読み書きからあいさつ
や自己紹介、基礎会話まで楽しく学
習します。
▽とき　８月４日～９月 29日の毎
週金曜日（祝日を除く）、英会話＝
午後６時～７時／韓国語＝午後７時
半～８時半
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、
ヒロロ３階）
※１回目は多世代交流室１で実施し
ます。
▽定員　各15人（先着順）
▽受講料　6,000円（全８回）
※テキスト代が別途かかります。

■問７月 18 日から、国際文化交流
協会（前田さん、☎携帯 090・
6489・2803、平日の午前 10 時
～午後６時）へ。

～あれこれ聞いてみよう
弁護士のこと 法テラスのこと～
【第２回くらしの消費者講座】
　トラブルが発生した際に、弁護士
に相談するポイントを解説します。
▽とき　８月９日（水）　
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽講師　法テラス青森事務局長
■問 市民生活センター（☎ 34・
3179）

藍染め体験教室

　環境にやさしい技法でお気に入り
の布製品をリメイクしませんか。
▽日程と内容　型紙作り＝８月 19
日（土）、午前９時半～午後０時半
／藍染めの体験＝８月 26日（土）、
午前９時半～正午
※両日への参加が必要。
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽対象　小学校５年生以上＝ 20人

国際理解講座～先人に学ぶ
国際交流（２回シリーズ）
▽とき　①７月 29 日（土）・②８
月27日（日）の午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽内容 ①津軽の外国人教師、②弘
前出身の外交官珍田捨巳
▽講師　①北原かな子さん（青森中
央学院大学教授）、②齋藤三千政さ
ん（弘前医療福祉大学短期大学部教
授）
▽対象　市民＝40人
▽受講料　無料
▽申込締切　各実施日の前日まで
■問中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、■Ｅ chuuoukou ＠ city.
hirosaki.lg.jp 、火曜日は休み）

夏休み「ちびっこ縄文講座」

▽日程と内容
①縄文土器作り＝７月30 日（日）
／ところ…裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）
②縄文クイズラリー＝８月 20 日
（日）／ところ…史跡大森勝山遺跡
（集合＝裾野地区体育文化交流セン
ター）

有 料 広 告

 

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
８／６ 関医院中津軽診療所（賀田１

丁目）
☎82・3006

13 さがらクリニック（桔梗野１
丁目）

☎37・2070

20 小堀クリニック（中野２丁
目）

☎32・7146

27 弘前温泉養生医院（真土） ☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
8／13 斎藤耳鼻咽喉科医院（城

東２丁目） ☎26・0033
27 あらいこどもクリニック

／眼科クリニック（城東
中央４丁目）

☎27・2233

歯　科
８／６ オリオン歯科クリニック

（元寺町）
☎33・0418

11 工藤歯科医院（石川字家
岸）

☎92・2330

13 あべ歯科医院（青山３丁
目）

☎37・3737

20 副島歯科医院（稔町） ☎38・7272
27 代官町クリニック吉田歯

科（代官町）
☎38・4142

◎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。

ひろさき歴史体感ツアー
　1594年、津軽為信は堀越城を改修し、大浦城から
拠点を移します。その後17年間、堀越城は津軽の中
心として栄えました。1611年、２代藩主・信枚（の
ぶひら）は、高岡城（後の弘前城）を築城。堀越城か
ら拠点を移し、現在の弘前市の基礎を築きました。
　市では、現在、史跡公園化を目指し堀越城跡の整備
事業を進めています。また弘前城跡では、本丸石垣の
解体工事が本格化しています。
　今回、整備が進むこれらの城跡などを巡るツアーを
開催します。この機会に実際の城跡を訪れ、弘前の歴
史を肌で感じてみませんか。

▽集合　午後１時までに、市立観光館（下白銀町）バ
スプールへ。
※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）。
▽定員　各コース40人（先着順）
▽参加料　無料

▽受け付け開始　７月25日から電話で受け付け（両
コースへの重複申し込みはできません）
▽受付時間　午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日
を除く）
■問い合わせ・申込先　文化財課（☎82・1642）

共通事項

昨年度のツアーの様子
（如来瀬石切丁場跡）

整備が進む堀越城跡

 Ａコース
津軽為信の居城「堀越城跡」
と南部氏家臣の居城

「大光寺城跡」を巡る
▽とき　８月26日（土）
　　　　午後１時～４時 
 
 Ｂコース
如来瀬石切丁場跡と
弘前城跡本丸石垣修理
現場を巡る
▽とき　８月27日（日）
　　　　午後１時～４時

 その他
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 暮らしのinformation

 出張譲渡キャラバン
「あなたの思いが命を救う！」
　犬と猫の出張譲渡会です。
▽とき　７月26日（水）
▽ところ　弘前保健所（下白銀町）
▽内容　①譲渡前講習会（犬や猫を
飼うに当たっての必要な知識などを
紹介）…午後１時半～／②抽選およ
び譲渡手続き（当日譲渡可能な犬猫
を持参できない場合、講習会のみ実
施）…午後２時半～
▽譲渡の条件　県内在住の成人で譲
渡前講習会を１年以内に受講してい
た人（60歳以上および一人暮らし
の人は後見人が必要です）
▽譲渡手数料　3,000円
※詳細はホームページ（http://
www.aomori-animal.jp/）で確認
するか、電話で問い合わせを。
■問青森県動物愛護センター（青森
市宮田玉水、☎青森 017・726・
6100）

岩手県野田村支援・交流活動
参加者募集
▽とき　７月29日（土）
▽行程　往路…弘前大学正門前発
（午前 11 時集合）～野田村着（午
後２時）／復路…野田村発（午後６
時）～弘前大学正門前着（午後８時
45分ごろ）
▽内容　「プチよ市」でのプレーパー
ク、棒パン作りなど
▽定員　10人程度（先着順、弘前
市民を優先）
▽参加料　無料
▽その他　屋外で活動するため、寒
暖調節のできる、動きやすく汚れて
もよい服装でお越しください。
※自家用車は、弘前大学構内に駐車
可能です。また、帰りの時間は現地
の状況によって多少前後する場合が
あります。
■問７月 26 日までに、ボランティ
ア支援センター（元寺町、☎ 38・
5595）へ。

融資制度のご案内

　県内にお住まいで、倒産や解雇な
ど事業主の都合によって離職した人
や、育児・介護休業を取得中の人を

対象に、生活資金を低利で融資する
制度があります。
　融資限度額は 100 万円、返済期
間は５年以内です。離職者を対象と
する融資の利率は年１．95％、育児・
介護休業者を対象とする融資の利率
は年２．２％です。詳しくは、お問
い合わせください。
■問東北労働金庫弘前支店（萱町、☎
33・4441）

小型移動式クレーン
運転技能講習
▽とき　８月８日～10日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝桝形運送（小
比内字福田萢）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給中の 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、かつハローワークに登録し、求
職している 35歳以上の人／③出稼
労働者手帳を所持している 18歳以
上の人
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円（ただし、資格所
持者は 6,760 円。いずれもテキス
ト代1,645円が別途必要）
※資格所持者…クレーン、移動式ク
レーン、デリック、揚貨装置の各運
転士免許証の所持者および床上操作
式クレーン、玉掛けの各技能講習修
了証の所持者
▽申込期間　７月18日～ 25日
▽申し込み手続き　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、前記資格
所持者は各免許証または修了証を持
参してください。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）

「日本で最も美しい村」フォト
コンテスト 2017 作品募集
　『「日本で最も美しい村」の情景～
生活の営みと景観、文化～』をテー
マに、岩木地区を含む日本全国の連
合加盟地域で撮影された作品を募集
します。

▽募集期間　８月 18日の午前 10
時まで
▽賞　グランプリ（１点）、特選（３
点）、佳作（６点）、入選（９点）、「日
本で最も美しい村」賞（63点）
※募集要項や応募方法など詳しくは
ホームページでご確認を。
■問東京カメラ部「日本で最も美し
い村フォトコンテスト運営事務局」
（ ■Ｅ info_mura@willvii.co.jp、 ■Ｈ
http://beautifulvillagesofjapan.
t o k y o c am e r a c l u b . c om /
photocontest2017/）

弘前大学教育学部附属
特別支援学校の児童生徒募集
▽対象　知的障がいがあり、愛護手
帳を持ち、通学時間がおおむね１時
間以内の児童生徒
▽定員　小学部第１学年＝３人／中
学部第１学年＝６人／高等部第１学
年＝８人
▽応募書類の交付　９月 22日まで
（土・日曜日、祝日を除く）の午前
９時～午後３時
▽出願書類の受け付け　10月２日
～ 13日（土・日曜日、祝日を除く）
の午前９時～午後３時
※入学選考出願前に入学相談が必要
で、相談は９月８日まで受け付けま
す。相談希望者は事前に連絡を。
■問弘前大学教育学部附属特別支援学
校（〒 036・8174、富野町１の
76、☎ 36・5011）

保育等研修会開催

  発達健診の結果の見方やペアレン
トプログラムで使われる現状把握表
を用いて、子どもに合った言葉かけ
のこつを学びます。
▽とき　８月20日（日）
　　　　午後１時半～３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　発達健診とペアレントプ
ログラム
▽講師　足立匡基さん、安田小響さ
ん（弘前大学大学院医学研究科子ど
ものこころの発達研究センター）
▽定員　100人
▽参加料　無料
※託児は８人まで（先着順。8月８
日までに事前の申し込みが必要）。

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中学生武道教室（弓
道）

７月22日～８月19日の毎週
土曜日、午前10時～正午

市立弓道場
（笹森町）

弓の扱い方、基本の動作、
射技指導

中学生＝５人
程度 １回150円

弘前弓道会（西川さん、
☎携帯090・5231・
9562）

②剣道暑中稽古 ７月25日～29日の午前６時
～８時

市民体育館
競技場（五
十石町）

基本動作、基本技、練習稽
古 市民＝150人 無料（用具は各自で準備）

市民体育館（☎36・
2515）

③岩木川市民ゴルフ
場スペシャルデー
2017

【イベント】８月５日（土）、
①午前 9時半～ 11時半／②
午後０時半～２時半

岩木川市民
ゴルフ場（清
野袋２丁目）
第１ホール

白戸由香プロのワンポイン
トレッスン

ゴルフ経験者
＝各コース20
人（事前の申
し込みが必要）

500円（別途
使用料が必要）各開催日の３日前まで

に、岩木川市民ゴルフ場
（☎兼 36・7855）へ。【ウォーターパーク】８月６日

（日）、①午前９時半～ 10時
半／②午前 11時～正午／③
午後１時～２時／④午後２時
半～３時半（※３）

岩木川市民
ゴルフ場（清
野袋２丁目）
ニュースポ
ーツコース

アスレチック迷路（島渡り、
ウォーター射撃など）、水上
ミッション（アヒルすくい、
ボール集め）

①②幼児、③
④小学生＝各
コース20人
（先着順）

300円

④気軽にスポーツ体
験教室

８月18日～ 10月 13日の毎
週金曜日、午前 10時半～正
午

金属町体育
センター体
育室

ソフトバレーボール・ラー
ジボール卓球などの軽スポ
ーツの簡単なルール説明と
ゲーム

市民＝ 15人 無料

７月 31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）

⑤小学生水泳教室 ８月25日～９月29日の毎週
金曜日、午後４時半～５時半

河西体育セ
ンター（石
渡１丁目）

水慣れ、けのび、クロール 市内の小学生
＝ 20人 無料

７月 30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ユニカール教室
８月21日～10月30日の毎
週月曜日、午後１時～２時半（９
月18日、10月９日は除く）

岩木Ｂ＆Ｇ
海洋センタ
ー（兼平字
猿沢）

じゅうたんの上で行うカー
リング、ストーンの持ち方、
基本投球、ゲーム戦略など

市民＝ 20人
（先着順） 無料

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎ 82・5700）
（※４）

名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

労働相談会 ８月１日（火）、午後１時
半～３時半

県労働委員会
（青森市長島２
丁目）

個々の労働者と事業主との間に生じた労働条件などの
トラブル解決について（事前の予約ができます）

県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

くらしとお金の
安心相談会

８月２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）

ファイナンシャルプラ
ンナーによる無料納税
相談

８月３日・17日・24日・
27日・31日の午前 10
時～ 11時、午後２時～
３時（24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
予約が必要）

収納課（☎ 40・7032、40・
7033）

今先生の無料健康相談 ８月５日・19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・⑤は生年月日と保護者氏名を記入の上、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。
※3…幼児は保護者同伴、小学生は保護者同伴不要。雨天中止。水にぬれても良い服装で参加を。※4…上履きの持参を。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。

時半～   　
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽申込期間　７月31日まで
▽受験料　一般＝ 3,000 円、高
校生以下＝ 1,500 円／既合格者…
一般＝ 2,000 円、高校生以下＝ 
1,000 円
※詳しくは問い合わせを。
■問弘前観光コンベンション協会（☎
35・3131）

 各種無料相談

15ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.７.１５

■問子育て支援課（☎40・7038）

農作業従事者を募集します

▽作業期間　７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）

津軽ひろさき検定

【第 11 回初級（おべさま検定）試験】
▽とき　９月10日（日）、午前10

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111 暮らしのinformation
■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
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※「広報ひろさき」は録音版も発行しています。希望する人は広聴広報課までお知らせください。

弘前城本丸石垣修理
体験イベント開催！
　4月に開催した「石垣解体始め式」で第一石目を撤
去してから、弘前城本丸の石垣解体作業が着々と進め
られています。
　今回、石垣修理について、石垣の構造はどのように
なっているのか、石積みの伝統的技法はどのようなも
のだったのかなど、昔からある道具を使って体験しな
がら学ぶことのできるイベントを開催します。
　先人が築いた石垣について詳しく知ることができる
貴重な機会ですので、ぜひおいでください。
▽とき　8月 11日（金・祝）、12日（土）の午前 9
時半～午後3時半（小雨決行）
▽ところ　弘前公園本丸
▽料金　無料（ただし、入園料は必要）

 ①石積み石吊り体験
大型模型を使って石積み
石吊りに挑戦できます（要
予約）

  ②石曳き体験
実際に石をひくことができます（要予約）

  ③石垣解体足場回廊体験
解体足場を歩きながら、石垣の
表情を間近で観察できます（要
予約）

８月
１1日・12日

  ④石垣解体発掘現場説明会
発掘現場状況の説明を近場で受けられます

  ⑤石垣普請番屋（学習館）の開館
天守台から出土した銅製容器などの地鎮具（じちんぐ）
の公開、その他の出土品・石工道具の展示、石垣に関
する説明パネルなどの展示のほか、ガラス越しに石垣
修理現場を見学できます

申し込み
▽体験イベント（①～③）申込期限　７月31日（必着）
※応募多数の場合は抽選で決定／動きやすい服装・履
物でおいでを／小学生未満は体験できません（③のみ
小学生は保護者同伴）。
▽申し込み方法　郵送かファクスまたはＥメール（体
験を希望するイベント名〈①石積み石吊り体験、②
石曳き体験、③石垣解体足場回廊体験〉、住所、参加
者全員の氏名、連絡先、希望日時〈午前または午後
を指定〉を記入）で、広聴広報課（〒 036・8551、
上白銀町１の１、ファクス 35・0080、Ｅメール　
kochokoho@city.hirosaki.lg.jp）へ。

■問い合わせ先　イベント内容について…公園緑地課
（☎33・8739）／申し込みについて…広聴広報課（☎
40・0494）

　藤田記念庭園（上白銀町）にある考古館が新たな観
光拠点としてリニューアルオープンします。施設内に
は、弘前を代表するクラフトの展示のほか、和をテー
マとした喫茶スペース「クラフト＆和カフェ 匠館」
を併設しています。
【オープニングセレモニー】
　リニューアルオープンに伴い、セレモニーを開催します。
▽とき　7月 23日（日）、午前10時半～
▽ところ　考古館前
【ミラノ・サローネ凱旋展】
　弘前デザインウィーク事業で世界最大の国際見本市
「ミラノ・サローネ」に出展した津軽塗・津軽こぎん
刺し・鳩笛の作品展示を行います。
▽とき　7月23日～30日の午前９時～午後５時（初
日は午前11時～）
▽ところ　考古館
▽入場料　無料
■問い合わせ先　広聴広報課（☎40・0494）

藤田記念庭園考古館
７．23
リニューアルオープン

（金・祝）　　　  （土）

和カフェを利用した先着 100 人に
こぎん刺しノベルティをプレゼント！


