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★とき　10 月８日・９日
★ところ　運動公園ほか

ｈｉｒｏｓａｋｉ
「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。

　弘前スポレク祭は、市民の皆さんがさまざまなス
ポーツ・レクリエーションに親しむことで、健康で
快適な生活を送ってもらうことを目的に開催して
います。ぜひこの機会に体験してみませんか。
　★のイベントは事前の申し込みが必要ですが、
それ以外は参加自由（無料）です。
■問い合わせ先　弘前スポレク祭実行委員会（文
化スポーツ振興課内、☎40・7115）

会場 種目・
イベント とき／ところ／対象・定員 参加料／問い合わせ・申込先

運動公園
（豊田２丁
目）

★サッカー交流試合・教室 10 月８日／球技場／小学校３年生以下
（教室）、小学生（大会）

無料／リベロ津軽スポーツクラブ（☎
55・5143）

★少年少女親子ティーボー
ル教室

10 月８日／多目的広場／６歳児～小学校
３年生の児童とその保護者

無料／弘前市野球協会（斎藤さん、☎ 35・
6909、携帯 090・5841・7640）

★グラウンドゴルフ大会 10 月８日・９日／常設コース／市民＝各日
100 人

各日 500 円／弘前市グラウンドゴルフ協
会（奥出さん、☎ 33・8908）

★シニアサッカー交流大会 10 月９日／球技場／ 50 歳以上 1 チーム＝ 2,000 円／弘前サッカー協会
（川村さん、☎携帯 090・2021・1665）

★ソフトボール大会・教室 10 月９日／克雪トレーニングセンター／
小・中学生

無料／弘前市ソフトボール協会（工藤さ
ん、☎ 87・3249）

市民ウオーキングの集い 10 月９日／運動公園周辺／どなたでも参
加可

無料／弘前歩こう会（今井さん、☎ 32・
9272）

市民体育館
（五十石町）市民体操祭 10 月９日／競技場／見学自由 無料／弘前体操連盟（宮地さん、☎ 32・

2988）

弘 前 B ＆
G 海洋セン
ター（八幡
町１丁目）

ターゲットバードゴルフ教
室

10 月８日・９日／グラウンド／どなたで
も参加可

無料／弘前ターゲットバードゴルフ協会
（松尾さん、☎ 31・2066）

★ターゲットバードゴルフ
大会 10月９日／グラウンド／市民＝ 100 人 500 円／弘前ターゲットバードゴルフ協

会（松尾さん、☎ 31・2066）
ペタンク教室 10 月９日／グラウンド／どなたでも参加

可
無料／弘前市ペタンク協会（葛西さん、☎
88・3480）

河西体育セ
ン タ ー（石
渡１丁目）

バウンドテニス教室 10 月８日／体育館／どなたでも参加可 無料／弘前バウンドテニスクラブ（工藤
さん、☎ 35・4062）

★ゲートボール大会 10 月８日・９日／すぱーく弘前／どなた
でも参加可

500 円／弘前市ゲートボール協会（五十
嵐さん、☎携帯 090・8928・2328）

★ラージボール卓球大会 10月９日／体育館／市民＝ 100 人 500 円／弘前ラージボール卓球協会（桜
庭さん、☎携帯 090・5183・1215）

岩 木 山 総
合公園（百
沢字裾野）

障がい者スポーツ体験コー
ナー 10 月８日／主競技場／どなたでも参加可 無料／文化スポーツ振興課（☎ 40・7115）

★ママチャリ耐久レース 10 月９日／公園内特設コース／どなたで
も参加可

１ チ ー ム =3,000 円 ／ マ マ チ ャ リ 耐
久レース実行委員会（櫻庭さん、☎ 87・
1619）

★ソフトバレー大会 10 月９日／主競技場／小学生以上の市民
ファミリーの部＝ 500 円・一般の部＝
2,000 円／弘前バレーボール協会（山中
さん、☎携帯 090・1497・4009）

南富田町体
育センター ★魁！スポネット塾 10月９日／体育館／市内の小学生 800 円／南富田町体育センター（☎ 34・

6122）

会場 種目・
イベント とき／ところ／対象・定員 参加料／問い合わせ・申込先

運動公園
（豊田２丁
目）

★シニアサッカー交流大会 10 月９日／球技場／ 50 代・60 歳以上 1 チーム＝ 2,000 円／弘前サッカー協会
（川村さん☎携帯 090・2021・1665）

★サッカー交流試合・教室 10 月８日／球技場／小学校３年生以下
（教室）、小学生（大会）

無料／リベロ津軽スポーツクラブ（☎
55・5143）

★少年少女親子ティーボー
ル教室

10 月８日／多目的広場／６歳児～小学校
３年生の児童とその保護者

無料／弘前市野球協会（斎藤さん、☎ 35・
6909、携帯 090・5841・7640）

★ソフトボール大会・教室 10 月９日／克雪トレーニングセンター／
小・中学生

無料／弘前市ソフトボール協会（工藤さ
ん、☎ 87・3249）

★グラウンドゴルフ大会 10 月８日・９日／常設コース／市民＝各日
100 人

各日 500 円／弘前市グラウンドゴルフ協
会（奥出さん、☎ 33・8908）

市民ウオーキングの集い 10 月９日／運動公園周辺／どなたでも参
加可

無料／弘前歩こう会（今井さん☎ 32・
9272）

市民体育館
（五十石町）市民体操祭 10 月９日／競技場／見学自由 無料／弘前体操連盟（宮地さん、☎ 32・

2988）

弘 前 B ＆
G 海洋セン
ター（八幡
町１丁目）

ターゲットバードゴルフ教
室

10 月８日・９日／グラウンド／どなたで
も参加可

無料／弘前ターゲットバードゴルフ協会
（松尾さん、☎ 31・2066）

★ターゲットバードゴルフ
大会 10月９日／グラウンド／市民＝ 100 人 500 円／弘前ターゲットバードゴルフ協

会（松尾さん、☎ 31・2066）
ペタンク教室 10 月９日／グラウンド／どなたでも参加

可
無料／弘前市ペタンク協会（葛西さん、☎
88・3480）

河西体育セ
ン タ ー（石
渡１丁目）

バウンドテニス教室 10 月８日／体育館／どなたでも参加可 無料／弘前バウンドテニスクラブ（工藤
さん、☎ 35・4062）

★ラージボール卓球大会 10月９日／体育館／市民＝ 100 人 500 円／弘前ラージボール卓球協会（桜
庭さん、☎携帯 090・5183・1215）

★ゲートボール大会 10 月８日・９日／すぱーく弘前／どなた
でも参加可

500 円／弘前市ゲートボール協会（五十
嵐さん、☎携帯 090・8928・2328）

岩 木 山 総
合公園（百
沢字裾野）

★ママチャリ耐久レース 10 月９日／公園内特設コース／どなたで
も参加可

１ チ ー ム =3,000 円 ／ マ マ チ ャ リ 耐
久レース実行委員会（櫻庭さん、☎ 87・
1619）

障がい者スポーツ体験コー
ナー 10 月８日／主競技場／どなたでも参加可 無料／文化スポーツ振興課（☎ 40・7115）

★ソフトバレー大会 10 月９日／主競技場／小学生以上の市民
ファミリーの部＝ 500 円・一般の部＝
2,000 円／弘前バレーボール協会（山中
さん、☎携帯 090・1497・4009）

南富田町体
育センター ★魁！スポネット塾 10月９日／体育館／市内の小学生 800 円／南富田町体育センター（☎ 34・

6122）
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国際人育成支援事業費補助金国際人を
目指しませんか

　次代を担う国際化に対応した若者の才能を育てるた
め、国際青少年研修協会が実施する高校生や学生など
を対象とした海外派遣事業への参加費用の一部を助成
します。
【海外派遣事業】
◎高校生の冬休み海外派遣
▽日程と内容／参加料（予定）
①フィリピン・プライベート英語研修＆ドミトリーステ
イ（12月25日～31日〈７日間〉）／34万6,000円
②オーストラリア・クリスマスホリデーホームステイ
＆牧場体験（12月 24日～１月２日〈10日間〉）／
44万 8,000 円
③カナダ英語研修＆クリスマスホリデーホームステイ
（12月26日～１月４日〈10日間〉）／43万5,000円
④カンボジア平和学習＆高床式ホームステイ＆アン
コールワット遺跡群（12 月 24 日～１月２日〈10
日間〉）／36万 8,000 円
※参加料はいずれも市の補助金交付前の額。
◎学生の語学留学プログラム
　海外で本格的に英語を学びたいという人へのプログ
ラムで、ホームステイなどでの海外生活や英語学習を

通した幅広い交流を目的とします。
▽派遣先　カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュー
ジーランド、アメリカ（ハワイ）、フィリピン
▽期間　２週間～（派遣先によっては１週間から可）
【市の補助金】
▽対象　市内に住所を有し、県内の高校・大学・短期
大学・専修学校に在籍している生徒および学生
▽補助金額　参加料などの補助対象経費支出額の５割
または20万円のいずれか少ない額
※協会への参加料納付前に交付します。
▽申し込み方法　10月 16日までに、参加申込書お
よび補助金申請書を文化スポーツ振興課へ提出。
※申込書および申請書は同課で配布しています。
▽選考・交付　申し込みのあった生徒および学生のう
ち、市の選考委員会で選考された人に交付します。
■問い合わせ・申込先　
事業の内容について…国際青少年研修協会（☎東京
03・6417・9721、Ｅメール info@kskk.or.jp、ホー
ムページ http://www.kskk.or.jp）／申し込み・補
助金について…文化スポーツ振興課文化振興係（☎
40・7015）

シリーズ
国民健康保険の現状

ワンポイント
アドバイス

■問い合わせ先　国保年金課国保給付係（市役所新庁舎１階、☎40・7047）

【当市における国民健康保険の医療費の状況】
　当市の国民健康保険の状況について、今回は、国民
健康保険に加入している人の医療費の状況をお知らせ
します。
　当市の１人当たりの医療費は、全国平均と比較した

【ジェネリック医薬品について】　
　ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に同じ有効成分を使って製造されるもので、
新薬と比べて低価格で販売されています。ジェネリック医薬品を使用できる場合には、医療
費が安くなります。特に、ジェネリック医薬品利用差額通知が届いている人には、対象とな
るジェネリック医薬品がありますので、医師や薬剤師へ相談することをお勧めします。

場合には平均より低いですが、青森県の平均と比較し
た場合には、平均より若干高くなっています。
　また、当市の直近の医療費については、外来に関
しては若干の上昇傾向にありますが、入院分が月に
8,000円ほど高くなっている状況です。

１人当たり医療費の比較
( 弘前市以外は平成 27 年度まで )

弘前市の医療費の推移
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国民健康保険被保険者証が新しくなります新しい保険証を
発送します

耐震診断員を派遣します

　地震に対する住宅の安全性に関する意識を高め、木
造住宅の耐震化を促進するため、市が専門知識を有す
る耐震診断員を派遣し、耐震診断を行います。
▽対象住宅　市内にある、①～④の要件すべてに該当
する住宅
①昭和56年５月 31日以前に建築されたもの
②一戸建ての専用住宅または併用住宅（延べ面積の２
分の１以上を住宅の用に供し、かつそのほかの用途に
供する部分の床面積が 50㎡以下であるものに限る）
で地上階数が２以下のもの
③一般構法（在来軸組構法）または伝統的構法によっ
て建築された木造住宅であること
④現在、居住している住宅であること
▽対象者　対象住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住
する者（親族を含む）
▽診断費用　申込者負担として、１戸あたり 8,000
円（延べ面積が200㎡以下の場合）
▽募集戸数　９戸（先着順）

耐震改修に補助金を交付します
（建て替えも対象です）
　住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事または
建て替え工事に要する経費の一部を補助します。
▽対象住宅　市内にあり、左記（耐震診断員を派遣し
ます）の対象要件①～③および下記の要件④⑤のすべ
てに該当する住宅
④耐震診断により倒壊する可能性があると診断された
もの（過去に耐震診断を行った住宅を含む）
⑤耐震診断以降、増改築されていないもの
▽対象者　次の①および②の要件すべてに該当する者
①対象住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住する者（親
族を含む）
②平成28～ 29年度まで市税等の滞納がない者
▽対象工事　市内に本店を有する施工業者が行う次の
①または②の工事
①耐震技術者（青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載
された者）が耐震改修計画を作成し、工事監理を行う
工事（住宅全体の上部構造評点が１．０以上となる工事）
②耐震診断により倒壊する可能性があると診断された
住宅を除却し、同一敷地内において、建築士が設計し、
工事監理を行う建替え工事
※補助金の交付決定前に着手した工事は除きます。ほ
かにも条件がありますので、申請を希望する人は申請
書類を準備する前にお問い合わせください。
▽補助金額　補助対象経費に 23.0%を乗じて得た額
または82万 2,000 円のいずれか低い額
▽募集戸数　１戸（先着順）
～共通事項～
▽募集期限　11月 30日
※申請書および詳細は建築指導課（市役所４階）で配
布しているほか、市ホームページに掲載しています。
■問い合わせ先　建築指導課（☎40・7053）

木造住宅の耐震化を支援します地震から命を
守るために
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　国民健康保険被保険者証が10月１日から更新され
ることに伴い、新たな保険証を９月中旬から下旬にか
けて、被保険者個人ごとに発送します。
　新しい保険証の色は「うすだいだい色」で有効期限
は一部（途中で 75歳に到達する人や 65歳に到達す
る退職者医療制度該当者など）を除き、平成30年７
月 31日までです。
　新しい保険証は、８月末現在で作成し、９月以降の
住所変更などによる記載内容変更に極力対応して送付
しますが、記載内容変更が間に合わない場合がありま
す。届いた保険証の記載内容に違いがある場合や保険
証が届かない場合は、国保年金課または岩木・相馬総

合支所民生課、各出張所にご連絡ください。
　保険証の裏面には臓器提供意思表示欄が設けられて
います。記入については、保険証の台紙裏面に記載さ
れている注意事項をご覧ください。
　また、保険証を入れるカードケースのほか、臓器提
供意思表示欄保護シールも同封しますので、ご活用く
ださい。
　なお、特別の事情がなく保険料を納めていない場合、
有効期限の短い保険証や窓口で全額自己負担となる資
格証明書が交付されることがあります。
■問い合わせ先　国保年金課国保保険料係（☎ 40・
7045）



4 5ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.９.１５

　   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
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　この制度は、ごみの減量やリサイクルの推進、省エ
ネルギーなど、環境にやさしい活動を行っている店舗
や事務所（会社）をエコストア・エコオフィスとして
認定し、その取り組みを応援するものです（市が認定
している店舗や事務所は下表のとおり）。

環境ニュース環境ニュース

１ 弘前事務機器商会
２ パワーデポ弘前店
３ ドコモショップ弘前城東店
４ ドコモショップ弘前安原店
５ マックスバリュ安原店
６ ユニバース堅田店
７ ユニバース南大町店
８ ユニバース城東店
９ 生協コープあおもり和徳店
10 マックスバリュ樋の口店
11 マックスバリュ岩木店
12 ヤマト運輸弘前白銀センター
13 ヤマト運輸弘前城東センター
14 ヤマト運輸弘前松原センター
15 さとちょう浜の町店
16 Uマート桔梗野店
17 Uマート弘大前店

１ S.K.K.情報ビジネス専門学校
２ 南建設
３ 伸和産業
４ セントラル技研
５ 東北電力弘前営業所
６ 装美舎
７ 弘前事務機器商会

８ リコージャパン青森支社
青森営業部弘前営業所

９ ビジネスサービス弘前支店
10 ゴールドパック青森工場
11 弘前航空電子
12 丸勘建設
13 東栄土木工業
14 タムロン生産本部弘前工場

15 設備技研オサナイ
16 小山田建設
17 エルシィホーム

18
キヤノンプレシジョン本社・
北和徳事業所

19 キヤノンプレシジョン北和徳第二事業所
20 弘前水道

21 オリンパスメディカルサイエンス販売弘前営業所
22 北星交通
23 キタコン
24 三光化成第四事業部弘前工場
25 ニッカウヰスキー弘前工場
26 特別養護老人ホームおうよう園

※表は平成 29年８月末現在のものです（登録順）。
※６年間継続して認定を受けているエコストア・エコオ
フィスを「優良認定事業所」としています。

エコストア優良認定事業所 エコオフィス優良認定事業所

27 青森銀行弘前支店ほか 12店舗
28 特別養護老人ホーム白寿園
29 デイサービスセンター白寿園
30 生活支援ハウス白寿の園
31 豊産管理弘前営業所

32 アペックス弘前サービスセンター
33 音羽電機工業弘前工場
34 東管サービス
35 大成コンサル
36 日本パルスモーター岩木工場
37 障害者支援施設千年園
38 北村技術
39 弘前農園
40 共立設備工業

1 共立寝具神田工場
2 弘前ドライクリーニング工場
3 田中工務店
4 東奥信用金庫本店 ほか12店舗
5 富士建設

6 みちのく銀行
弘前営業部 ほか 11店舗

エコストア・エコオフィス認定制度 　あなたの店舗や事務所もエコストア・エコオフィス
になってみませんか。申請手数料などは一切掛かりま
せん。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（町田字筒井、
☎36・0677）

7 マル長
8 猪股建設
9 東邦設備工業所
10 ＯＫリフォーム對馬
11 中村弘前
12 工藤工務所

エコオフィス認定事業所
エコストア認定事業所

【雨水を汚水管に流していませんか？】
　市内で「分流式下水道」が整備されている地域は、
汚水と雨水を一緒に流すことができません。
　雨の日は晴れの日に比べて相当量の汚水が終末処理
場に流れ込むことがあり、処理場の負荷が増大するこ
とで処理費用も増加しています。この原因のひとつに、
家の屋根や庭に降った雨水の配管が誤って「汚水管」
に接続されていること（誤接続）が考えられます。

【雨水が汚水管に流れていないか確認を】　
　宅地内の雨水が誤って汚水管に接続されると、各家
庭からの汚水が流れにくくなったり、逆流したりしま
す。また、道路のマンホールが噴き出したり、トイレ
が使えなくなる恐れがありますので、誤って接続され
ている場合は早急に改善してください。
　確認方法や改善方法が分からない人はお問い合わせ
ください。

下 水 道 の 雨 水 侵 入 防 止 対 策

▲誤接続状況

雨水管

汚水マス正しい接続〇

■問い合わせ先　上下水道部総務課
（賀田１丁目、☎55・6895）

１ auショップ弘前西
２ ドコモショップ弘前駅前店
３ 小山内バッテリー社弘前店
４ ユニバース松原店
５ 生協コープあおもり西弘店
６ 生協コープあおもり松原店

7 さとちょう樹木店
8 さとちょう松森町店
9 さとちょう小比内店
10 さとちょう大原店
11 さとちょう城東店

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎「第１回小山陽久やきもの展」
▽とき　９月 15日～ 24日の午前
９時～午後４時（最終日は午後３時
まで）
◎「電動ロクロを体験しませんか？」
▽とき　９月 22 日・23 日の午前
10時～午後３時
▽内容　電動ロクロを使った器の制
作
▽講師　小山陽久さん・佐藤学さん
（津軽千代造窯）
▽参加料　1,500円（材料費含む）
～共通事項～
∇ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

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　①９月 16日・② 10月７
日・③10月 21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　体操と、①講座「認知症サ
ポーター養成講座」、②講話「介護
の基本 食事」、③講話「認知症の周
辺症状のお薬について」
▽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）

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）
　親子で弥生の生き物や植物を観察
してみませんか。
▽とき　９月23日（土・祝）
　　　　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
▽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、帽子、タオル、手袋
■問９月 21 日までに、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、公園緑地課（☎ 33・8739、
■Ｆ 33・8799、 ■Ｅ kouen@city.
hirosaki.lg.jp）へ。

横笛の祭典

【第２回全日本横笛コンクール本選
観覧者募集】
▽とき　９月23日（土・祝）
　　　　午後２時～
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽入場料　1,000円（小学生以上）
■問津軽笛地域づくり実行委員会
（☎ 33・9359、■Ｈ http://www.
tsugarubue.jp/yokobue/）
【ギネス記録も持つ !! 津軽の笛が大
集合！第５回津軽笛博覧会】
○囃子（はやし）講座
▽日程と内容　９月 24 日（日）、
①弘前ねぷた（休止ばやし）＝午後
１時～／②弘前ねぷた（戻りばやし）
＝午後２時 50分～／③いい音を出
すテクニック＝午後１時～／④お山
参詣（下山ばやし）＝午後２時 50
分～
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）、①②＝和館、③④＝茶室
▽定員　各講座30人
▽参加料　無料（入園料〈高校生以
上＝310円、小・中学生＝100円〉
が必要）
※事前の申し込みが必要。

○お月見コンサート
▽とき　９月24日（日）
　　　　午後５時半～
▽ところ　藤田記念庭園和館前
▽内容　登山ばやし、八戸えんぶり
ほか
▽入場料　普通席＝無料、プレミア
ムシート＝500円
※雨天の場合、市立観光館（下白銀
町）多目的ホールで開催。
■問 津軽笛地域づくり実行委員
会（ ☎ 33・9359、 ■Ｈ http://
tsugarubue.jp/event01/）
※平成 29 年
度市民参加型
まちづくり
１％システム
採択事業。

弘前市生きがいセンター作品展

▽とき　９月 27日～ 29日、午前
10時～午後５時（初日は正午から、
最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階美術展示室
▽内容　「生きがい教室」（クレヨン
画・書道）の受講者および「サーク
ル活動」（水墨画・絵手紙・折り紙
など）参加者の作品展示
■問弘前市生きがいセンター（☎
38・0848、月曜日と祝日の翌日
は休み）

 イベント
 

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会　中秋の名月を楽しも
う
▽とき　10 月４日（水）
　　　　午後７時～９時半
▽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、月曜日は休み）

10
月
の
催
し
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時半）／９月 24日、午前 10時～
午後３時（パレードは午後１時～２
時半）
▽ところ　十和田市官庁街通り周辺
■問十和田市観光推進課（☎十和田
0176・51・6772、 ■Ｈ http://
aomori10shi.jp/）

聖康会病院ふれあいまつり

　心の健康相談（無料）や作品展示
などの催しを開催します。ささいな
ことでも気軽に相談できますので、
家族そろって気軽においでくださ
い。当日は模擬店も出店します。
▽とき　９月29日（金）
　　　　午前10時～午後１時半
▽ところ　聖康会病院（和泉２丁目）
デイケア棟
■問聖康会病院事務部（奈良さん、☎
27・4121）

こどもの森 10 月の行事

◎木の実・草の実展
▽とき　10 月１日～ 15 日の午前
８時半～午後４時半
▽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）
▽入場料　無料　
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

弘前城植物園の散策ガイド

　市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　10月１日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▽集合　弘前城植物園（下白銀町）
南案内所
▽参加料　無料（入園料が必要）
※事前の申し込みは不要。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

第５回ひろレクデー

【「認知症」を知って地域で見守ろ
う！楽しく予防しよう！】
　認知症に対する正しい知識を身に
つけましょう。
▽とき　10月１日（日）
　　　　午前10時～午後２時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　認知症サポーター養成講座
＝午前 10時～ 11時半／予防方法
の体験（体力測定、ゲーム、ダンス
など）＝午前11時半～午後２時半
▽参加料　大人＝ 500 円、子ども
＝無料
※認知症サポーター養成講座は無
料。
■問ひろさきレクリエーション協
会事務局（☎携帯 070・3996・
3873）
※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。

人形劇団「つがる」
50 周年記念特別公演
　津軽弁での人形劇を上演し今年で
50年。節目を記念して人気演目を

岩木山 YOGA FESTIVAL

▽とき　９月23日（土・祝）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　岩木山桜林公園（百沢字
東岩木山）
▽内容　①県内インストラクターに
よるさまざまな種類のヨガ、ピラ
ティス、青竹踏みエクササイズの各
レッスン（１回 40分）＝午前 10
時半～、午前 11時 20分～、午後
０時 10 分～、午後１時～、午後
１時 50 分～、午後２時 40 分～
／②男ヨガ（講師・佐藤ゴウさん、
１回 90 分）＝午前 11 時～／③
BURNOUT～女版男ヨガ～（講師・
佐藤ゴウさん、１回 90分）＝午後
１時半～／出展ブース
▽参加料　①＝１回 500 円、②③
＝１回 3,500 円（アソベの森いわ
き荘入浴券付き）
▽ チ ケ ッ ト 販 売 所　LOCO 
STUDIO、集会所 indriya
■問岩木山 YOGA 実行委員会（安
藤 さ ん、 ☎ 携 帯 090・5596・
5397）
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

あおもり 10 市大祭典 in 十和田

　県内 10市の祭り・踊り・グルメ
が今年は十和田市に大集合！当市か
らは約８mの折りたたみ式大型ね
ぷたが市外へ初出陣します。
▽とき　９月 23日、午前 10時～
午後８時（パレードは午後６時～７

一挙にお見せします。
▽とき　10 月７日（土）、午後５
時半～（開場は午後５時）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽演目　「サルのムゴさま」「はんか
くせ小坊コ」「つがるバージョン白
雪姫」
▽入場料　高校生以上＝ 500 円、
中学生以下＝無料
▽チケット販売所　貞昌寺
■問貞昌寺（☎32・1082）

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 秋の定期公演
　臨場感あふれる朗読劇ステージで
す。
▽とき　10月９日（月・祝）
　　　　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）　「美男子と煙
草」、「フォスフォレッセンス」、「親
という二字」、「桜桃」
▽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％システム採択事業。

青森県精神保健福祉大会

　「みんなでめざそう こころの健
康」をテーマに、今年度は当市で開
催します。
▽とき　10月 11日（水）
　　　　午後０時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽内容　式典・表彰／講演「依存症
の現状と対応について」…講師・信
田さよ子さん（原宿カウンセリング
センター所長）／事例発表…竹田沙
織さん（藤代健生病院地域連携室主
任）、豊島幸弘さん（青森労働局職
業安定部職業対策課地域障害者雇用
担当官）、藤林百合子さん（ほほえ
みの会理事長）
▽入場料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問氏名・参加人数・電話番号を、青
森県精神保健福祉協会事務局（青森

県立精神保健福祉センター内、☎青
森 017・787・3951、 ■Ｆ 017・
787・3956）へ。

ヒロロスクエアのイベント

【親子で一緒に英語でハロウィン体
験 １．２．３！】
　英語の音を楽しみながら、親子で
ハロウィン体験ができます。
▽とき　10月 12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　就学前の乳幼児とその保護
者＝25組（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員会
事務局（☎ 35・0154〈午前８時
半～午後９時〉）

食育サミット　　　
「あおもりの食と健康かだろう」
　食べ物の不思議な力で学力・体力・
精神力アップ！食の改善で健康寿命
を延ばそう。
▽とき　10月 14日（土）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問東北女子大学地域資源活用研究セ
ンター（☎33・2289）
※詳しくは東北女子大学ホームペー
ジ（ ■Ｈ http://www.tojo.ac.jp）
をご覧ください。

魅惑のピアノトリオクラシック
コンサート
【フランスのエスプリ VS ブラーム
ス】
　弦楽器とピアノが奏でるクラシッ
ク音楽の甘美な響きを、壮麗な礼拝
堂でお楽しみください。
▽とき　10月 15日（日）、午後２
時～（開場は午後１時15分～）
▽ところ　弘前学院大学礼拝堂（稔
町）
▽出演　バイオリン＝初鹿野司さん
／ピアノ＝初鹿野久枝さん／チェロ
＝藤沢俊樹さん

▽入場料　前売り券＝ 1,000 円、
当日券＝1,500円
▽チケット販売所　カフェテラス 
ケララ、めん房たけや、紀伊國屋書
店弘前店、まちなか情報センター
■問ル・コンセール（和田さん、☎携
帯080・1679・3413）

日本栄養・食糧学会東北支部大会
50 周年記念講演会
▽とき　10 月 15 日（日）、午前
11時半～午後０時40分
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館（文京町）２階岩木ホール
▽テーマ　「栄養学はおもしろい」
▽講師　木村修一さん（東北大学・
昭和女子大学名誉教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学（前多さん、☎ 39・
3790）

樹木医と行く古木・名木めぐり

　古木・名木を樹木医がガイドしま
す。間近で観察し、自然の力強さを
感じてみませんか。
▽とき　10月 15日（日）、午前９
時～午後１時（雨天決行）
▽集合場所　緑の相談所（弘前公園
内）
▽ルート　①ハルニレ・サイカチ（板
柳町）→②シナノキ（鶴田町）→③
モミ（鶴田町）→④リンゴ（つがる
市）→⑤ラクウショウ（五所川原市）
→弘前公園解散
※バス移動あり。
▽対象　中学生以上＝ 20人 ( 先着
順）
▽参加料　1,000円
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　雨具、タオル、動きやす
い服装
▽受け付け開始　9月 25日～
■問市みどりの協会（☎33･8733）

お殿様・お姫様衣装着付け体験

▽期間　通年、午前９時～午後４時
半
▽ところ　武徳殿（弘前公園内）
▽体験料　１着 500 円～ 1,000
円（別途入園料が必要）
■問市みどりの協会（☎33・8733）

　現在修理中の革秀寺の重要文化財津軽為信霊屋の特別公
開を行います。
▽日程と内容　10月８日（日）、彩色作業の見学＝午後
１時～２時、金ぱく押しの体験＝午後２時～（先着50人）
▽ところ　革秀寺（藤代１丁目）
▽その他　動きやすい服装・靴でおいでください。駐車場
がありますので、係員の誘導により駐車してください。
※事前の申し込みは不要。
■問　文化財課（☎82・1642）

革秀寺修理現場特別公開

▲金ぱく押し作業の様子
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▽ところ　弘前商工会議所（上鞘師
町）２階会議室
▽内容　午前 11時半～午後１時＝
療養相談会／午後１時 10分～２時
半＝講演「糖尿病予備軍、あなどる
なかれ」…講師・弘世貴久さん（東
邦大学医学部内科学講座糖尿病・代
謝・内分泌学分野教授）　
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問サノフィ（宮崎さん、☎携帯
080・9299・8926）

介護のしごと魅力発信セミナー

　フランス生まれの認知症ケア「ユ
マニチュード®」の講演会を開催
します。
▽とき　10月 27日（金）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　「優しさを伝えるケア技術 
ユマニチュード®」
▽講師　盛真知子さん（国立病院機
構東京医療センター看護部、ユマニ
チュード認定インストラクター）
▽定員　240人
▽参加料　無料
▽申し込み方法　10 月 20 日まで
に、氏名・電話番号・職業・質問を
記入の上、ファクスで申し込みを。
■問弘前厚生学院（☎ 33・2102、
■Ｆ 32・5233）

第１回市立博物館歴史講座
　歴史講座初心者を対象に、江戸時
代の弘前を中心とした当市の歴史解
説を行います。
▽とき　９月24日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「ここから学ぶ人のため
の弘前歴史講座」～江戸時代の弘前～
▽講師　博物館学芸員
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
■問電話で、市立博物館（☎ 35・
0700〈午前８時半～午後５時〉）へ。

東北女子大学　公開講座

▽日程と内容　布を使ったものづく
り講座／①「～身近な植物で布を染
めよう～」＝９月 30日、②「～身
近な植物で布を染めよう～」＝ 10
月 14日、③「～ぬいぐるみを作ろ
う（１）～」＝10月 14日、④「～
ぬいぐるみを作ろう（２）～」＝
10月 28日
※時間は①②③＝午前９時半～正午
／④午前９時半～午後０時半
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　中学生以上＝８人
▽受講料　①＝ 500円、②＝ 250
円（講座①の参加者は無料）、③＝
500円、④＝ 500円（講座③の参
加者は無料）
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選で決定。
▽持ち物　①②＝手拭きタオル、裁
縫道具、汚れてもよい服装／③④＝
裁縫道具（裁縫道具がない場合は、
貸し出し可）
※②と③は同時受講できます。③は
①で染色した布を使用します。
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp/）

古文書講座

【郷土の先人は語る】
　郷土史家の田澤正さんが下沢保
躬、斎藤敏雄、毛内たきの歌で津軽
名所の昔をたどる講座です。初心者
も歓迎します。
▽とき　10 月～平成 30 年３月の
毎月第１・第３日曜日、午前 10時
～正午
▽ところ　弘前生きがいセンター
（南袋町）
▽内容　「弘前十景」「外ヶ浜八景」
「よもやま話一杯」
▽定員　30人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問田澤さん（☎35・8225〈午前中〉）

就活のための自己実現セミナー

　緊張を落ち着かせる方法やコミュ
ニケーション能力を学ぶセミナーで

おしごと体験広場
キッズハローワーク
　小学生を対象とした仕事体験と遊
びのイベントです。新聞社などのほ
か、弘前ならではの仕事体験も用意
しています。
▽とき　10月 15日（日）、午前９
時 45分～午後４時（受け付けは午
後３時まで）
▽ところ　弘前学院聖愛中学高等学
校（原ケ平字山元）
▽参加料　1,500 円（おしごと手
帳代金として）
※事前の申し込みは不要。
■問キッズハローワーク実行委員会
（大西さん、☎34・6858）

弘前公園スマートグラス
ガイドツアー
▽とき　３月 31日までの午前 10
時半～、午後2時～（ともに70分
程度）
▽コース　藤田記念庭園～追手門～
南内門～下乗橋～弘前城天守～本丸
展望所～武徳殿
▽対象　中学生以上
※保護者の同意があれば小学生以下
の体験も可。
▽体験料　1,000円
▽対応言語　日本語、英語、韓国語、
中国語、タイ語、フランス語
■問市みどりの協会（藤田記念庭園内、
☎37・5525）

第 53 回全国糖尿病週間
特別講演会および療養相談
　11 月 13 日～ 19 日は全国糖尿
病週間です。
　身近に潜む糖尿病についてのお話
を聞いて、予防してみませんか。糖
尿病療養指導士による療養相談も行
います。
▽とき　10月 21日（土）
　　　　午前11時半～午後２時半

す。
▽とき　10月５日（木）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽対象　45 歳未満の求職者＝ 20
人程度（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問ジョブカフェあおもり（☎青
森 017・731・1311、 ■Ｆ 017・
731・1312）

地域未来創生塾＠中央公民館

　大学教員、学生からの話題提供や
資料を使って、今後の地域づくり活
動に役立つ全 10回の講座やワーク
ショップを行います。
▽日程と内容　第１回＝ 10 月 11
日…「行政担当者に聞く弘前市の課
題とその対策」…講師・李永俊さん
（弘前大学人文社会科学部教授）／
第２回＝ 10月 25日…「学芸員の
お仕事～博物館と地域資源の再発見
～」…講師・植月学さん（弘前大学
人文社会科学部准教授）
※時間はいずれも午後６時半から。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）第３会議室
▽対象　高校生以上の市民＝30人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　６回以上参加した人に、
修了証を交付します。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）、弘前大学人文社会
科学部地域未来創生センター（☎
39・3198）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【はじめてのパソコン講座】
▽と き　10 月 10 日・17 日・24
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　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食

▽受け付け開始　９月24日～
【ボランティアサポートスタッフ募
集】
　市民ボランティアによるパソコン
講座（ウィンドウズ、エクセル、ワー
ドなど）を手伝ってくれるボラン
ティアを募集します。パソコンに関
する知識があれば、年齢、経験は問
いません。気軽に問い合わせを。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎ 26・4800、午前８時半～午後
５時）

プロが教えるかんたん楽しい
秋のエコクッキング教室
　旬の野菜やりんごを丸ごと使う、
料理食材とことん活用術を楽しく学
んでみませんか。
▽とき　10月 14日（土）
　　　　午前９時半～午後０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　りんごのカレーピラフ・大
根菜のスープ・ゆで野菜のサラダ
▽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（小学
生は保護者同伴）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、ふきん、大皿
１枚、マグカップ１個、はし、米0.5
合
■問 10 月１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。月曜日が祝日
の場合は翌日が休み〉）へ。

市民公開講座と
鍼灸・マッサージ無料奉仕
▽とき　10月 15日（日）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園2丁目）大会議室
▽内容　①「体液の流れと筋膜」＝
午前10時～午後０時15分／②「下
肢疾患治療のヒント（扁平足ほか）」

＝午後１時～３時 15分／③弘前支
部会員による鍼灸（しんきゅう）・
マッサージ（美容鍼灸お試しコー
ナーあり）」＝午後３時 15分～５
時
※①②③好きなものに自由に参加
可。
▽参加料　無料
▽対象　市民
※事前の申し込みは不要。
■問藤田はりきゅうマッサージ（藤田
さん、☎33・6435〈平日の午後〉）

東北女子大学
管理栄養士国家試験・対策講座
▽とき　10月 28日（土）
　　　　午前９時半～５時
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽受講料　7,500円
※ 10月 21日までに申し込むと受
講料が5,000円となります。
▽申し込み方法　東北女子大学
ホームページ（http://www.tojo.
ac.jp）から申し込みを。
■問東北女子大学地域資源活用研究セ
ンター（☎33・2289）

コミュニケーション教室

【焦点－弘前とかけて落語ととく、
その団体とは－】
▽とき 10 月 31日、11月 28日、
平成 30 年２月 27 日、３月 20 日
の午後６時半～８時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
※２回目以降は会場が変更となる場
合があります。
▽内容　真打ちのはなし家を講師に
コミュニケーション教室を行いま
す。落語も一席あります。
▽定員　50人
▽参加料　１回 300 円（全４回受
講で1,000円）
※当日参加も可能ですが、事前の申
し込みをおすすめします。
▽その他　会員募集もしていますの
で、落語が好きな人や事業を手伝っ
てみたい人はご連絡ください。
■問弘前男女らくご振興協会（三浦さ
ん、☎携帯 090・9741・6739、
■Ｅ hiroraku.comyu@gmail.
com）

 教室・講座
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後２時～３時半／木曜日コース＝
10 月 12 日～ 12 月 21 日の毎週
木曜日、午後１時半～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホールとイベントスペース
▽内容　ストレッチ体操、筋力ト
レーニング、障害物を使ったウオー
キング
▽対象　市民＝各コース20人
▽持ち物　内履き・外履き・飲み物
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢、教室名（曜日コース）を記入
し、９月 25日（必着）までに、運
動公園（〒036・8101、豊田２丁
目３）へ。
※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。
■問運動公園（☎27・6411）

水泳教室（背泳）

▽とき　10 月 11 日～ 27 日の毎
週水曜日・金曜日、午後１時～２
時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　背泳の基本泳法
▽対象　クロールで 25m泳げる市
民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　水着・水泳帽・ゴーグル・
タオル
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号を記入し、９月 28 日（必着）
までに、温水プール石川（〒036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問温水プール石川（☎49・7081）

一般初級・中級水泳教室

▽と き　10 月 12 日～ 12 月 21
日の毎週木曜日（11 月 23 日を除
く）、午後７時～８時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　初級…水慣れから呼吸なし
クロールまで／中級…４泳法で楽し
く泳ぐ

▽対象　初級…水泳を始めたい市民
＝ 15人／中級…種目を問わず 25
ｍ泳げる市民＝15人
▽持ち物　水着、水泳帽、ゴーグル、
タオル
▽参加料　無料（各自傷害保険に加
入を）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、９月25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）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。　
■問岩木B&G海洋センター（☎ 82・
5700）

ヒロロで走ろう！かけっこ教室

▽とき　10 月 13 日～ 11 月１日
の毎週水・金曜日、午後４時半～６
時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　走る・跳ぶなどの全身運動。
ラダー・ミニハードルなどの用具を
使って足を動かすトレーニング。
▽対象　市内の小学校１年生～４年
生＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動靴、タオル、飲み物、
縄跳び・着替え
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・電話番号・年齢・教室名
を記入し、９月 29日（必着）まで
に、河西体育センター（〒 036・
8316、石渡１丁目19の１）へ。
※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
は抽選で決定します。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

金属町体育センターの教室

【ソフトバレーボール体験教室】
▽とき　10 月 20
日 ～ 11 月 24 日
の毎週金曜日（11
月３日は除く）、午
前 10 時 ～ 11 時
45分
▽内容　ボール慣れから簡単なルー
ル説明を分かりやすく紹介し、ゲー
ムを実施します。

▽対象　市民＝12人
▽申込期限　10月５日（必着）
【ゆったり体力ＵＰストレッチ体操】
▽と き　10 月 21 日～ 12 月 16
日の毎週土曜日（12月２日を除く）、
午前10時半～ 11時半
▽内容　体をほぐすストレッチ体操
や簡単な筋力トレーニングでのから
だバランスの向上。自宅でも簡単に
できる脳力トレーニング
▽対象　市民＝12人程度
▽申込期限　10月５日（必着）
【～認知症の予防をしよう！～☆楽
しく健康教室☆】
▽とき　10 月５日～ 12 月 14 日
の毎週木曜日（11月 23日を除く）、
午前10時半～ 11時半
▽内容　軽いリズム体操、遊びを取
り入れた楽しいゲーム（脳力トレー
ニング）などで体を動かします
▽対象　市民＝10人程度
▽申込期限　９月30日（必着）
～共通事項～
▽ところ　金属町体育センター
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・希望す
る教室名を記入し、申込期限まで
に、金属町体育センター（〒036・
8245、金属町１の９）へ。
※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。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

初心者・中級者レディース
バドミントン教室
▽と き　10 月 14 日～ 11 月 25
日の毎週土曜日（11 月 11 日を除
く）、午後１時～３時
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）競技場
▽対象　女性＝30人（先着順）
▽参加料　1回 200 円（各自傷害
保険に加入を）
▽持ち物　室内用シューズ、タオル
（貸出用ラケット有り）
※事前の申し込みが必要。
■問弘前市レディースバドミントン連
盟（佐藤さん、☎兼■Ｆ 34・7462）

プレミアムフライデー　
ナイトヨーガ教室
▽とき　９月 29日、10月 27日、
11月24日、平成30年１月26日、
２月 23日、３月 30日の午後７時
～８時　
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）ちびっこアリーナ
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料含む）
※事前の申し込みが必要。弘前駅前
から予約制無料シャトルバスが利用
できます。詳しくは問い合わせを。
■問岩木山総合公園（☎83・2311）

OKJ よちよち親子
フィットリトミック
▽とき　10 月１日・21 日の午後
１時～２時
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽内容　赤ちゃんとスキンシップを
取りながら、色んな音楽に合わせて
親子で楽しく体を動かします。
▽対象　生後8か月～24か月の乳
幼児と母親＝10組
▽参加料　１回＝ 1,944 円／２回
＝3,240円
▽持ち物　お世話道具、飲み物、室
内用シューズ
▽講師　内木仁美さん（OKJ よち
よち親子フィットリトミック指導
者）
※事前の申し込みが必要。
■問ウイング弘前（☎38・8131）

市民体育館の教室

【健康エクササイズ教室】
▽とき　10 月５日～ 12 月 21 日
の毎週木曜日、午前10時～ 11時
▽内容　誰でもできる簡単なスト
レッチ体操、有酸素運動、軽い筋力
トレーニング
▽対象　市民＝12人
【体スッキリ体操教室】
▽と き　10 月 16 日～ 11 月 27
日の毎週月曜日、午前 10 時～ 11
時
▽内容　簡単なストレッチ体操、筋
力トレーニング・脳力トレーニング
など

▽対象　市民＝12人
～共通事項～
▽ところ　市民体育館（五十石町）
フィットネスルーム
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗拭きタオル、飲み物、
室内用シューズ
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢・性別・希望する教室名を記入
し、９月 25日（必着）までに、市
民体育館（〒036・8362、五十石
町７）へ。
※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。
■問市民体育館（☎36・2515）

少年少女ソフトボール教室

▽とき　10 月２日・３日・５日・
７日・17 日・19 日の午後７時～
９時
▽ところ　弘前克雪トレーニングセ
ンター（豊田２丁目）主練習場
▽対象　小学生
▽参加料　無料
▽持ち物　グローブなど
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市ソフトボール協会（須郷さ
ん、☎35・0078）

体すっきりストレッチ体操教室

▽とき　10 月６日～平成 30 年３
月 30日の毎週金曜日（全 24回）、
午前10時～ 11時　
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）武道館
▽対象　市民＝ 40 人（先着順）　
▽参加料　全24回＝ 6,000 円（保
険料含む）
※2回の分割支払い可。
▽講師　永澤真珠子さん（フィット
ネスインストラクター）
※事前の申し込みが必要。
■問弘前B&G海洋センター（☎ 33・
4545、火曜日は休み）

体力づくり＆ウォーキング教室
（水曜日・木曜日コース）
▽とき　水曜日コース＝ 10 月 11
日～ 12月 20日の毎週水曜日、午

籐工芸体験教室

　籐（とう）工芸でクッキー皿を作っ
てみませんか？
▽とき　11月 29日（水）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽定員　20人程度
▽参加料　1,000円
▽申し込み方法　10 月 31 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〈ふ
りがな〉・年齢・電話番号を記入）
で、津軽広域連合「籐工芸」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
11月 10日に通知書を発送します。
■問津軽広域連合（☎31・1201）

高齢者健康トレーニング教室

【シニア水中エアロ教室】
▽とき　10月３日・17日、11月
７日・21日、12月５日・19日の
午後１時～１時45分　　　　
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　足腰に負担をかけずに水中
を歩いたり、音楽に合わせて水の中
で全身運動を行ったりします
▽対象　65 歳以上の市民＝各回
20人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　水着、水泳帽、バスタオ
ル、水中用シューズ（持っている人
のみ）
■問９月 15日から、温水プール石川
（☎49・7081）へ。

 スポーツ
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▽作業時間　原則、午前８時～午後
５時（休憩含む。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）、ＪＡ
相馬村農作業従事者無料職業紹介所
（☎84・3215）

農作業支援雇用対策事業
（スマイルアップ・ルモデル事業）
　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。
▽申し込み締切　平成 30 年１月
31日
※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。
■問りんご課（旧上下水道部庁舎１階、
☎40・7105）

危険物取扱者試験と
事前講習会
【危険物取扱者試験】
▽とき　11 月４日・11 日（両日
受験可）
▽ところ　弘前東高等学校（川先４
丁目）
▽種類　甲種（受験資格あり）／乙
種（第１類～第６類）／丙種
※乙種・丙種は受験資格なし。
▽受験料　甲種＝ 5,000 円／乙種

＝3,400円／丙種＝2,700円
▽受付期間　９月 27日～ 10月６
日（インターネットによる電子申請
は９月24日～ 10月３日）
※電子申請は消防試験研究セン
ターホームページ（https://www.
shoubo-shiken.or.jp）から。
▽願書配付先　消防本部予防課／最
寄りの消防署・分署
【事前講習会】
▽と き　10 月 26 日・27 日（２
日間）の午前９時半～午後４時半
▽ところ　弘前地区消防事務組合黒
石消防署（追子野木１丁目）２階大
会議室
※車での来庁の際は庁舎裏の駐車場
をご利用ください。
▽対象　乙種第４類の受験者のうち
受講を希望する人
▽受講料など　受講料＝ 4,500 円
（弘前地区消防防災協会加入事業所
は2,000円）／テキスト代＝1,600
円（いずれも講習初日に徴収）
▽申し込み先　９月 25日～ 10月
17日の午前８時半～午後５時（予
防課での受け付けは平日のみ）に、
消防本部予防課／最寄りの消防署・
分署へ。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

自衛隊受験相談会

　受験対象者などに対し、自衛隊受
験に関する相談・質問の受け付けの
ほか、体験試乗・装備品展示・体験
喫食（400円）を行います（予定）。
▽とき　11 月５日（日）、午前９
時半～午後２時
▽ところ　陸上自衛隊弘前駐屯地
（原ヶ平字山中）
▽対象　15 歳以上 27 歳未満の受
験対象者および保護者等
▽申込締め切り　10月 18日（水）
■問自衛隊弘前地域事務所（☎ 27・
3871）

仙台国税局事務センターを設置

　仙台国税局では、事務の一層の効
率化を図ることを目的として、平成
29年７月から「仙台国税局事務セ
ンター」を設置し、従来税務署で行っ
ている照会文書の発送や電話照会の
一部について、集中的に行っていま

 

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。

内　科
10／1 千葉胃腸科内科医院（石

渡 3） ☎36・7788
８ さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
15 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 今村クリニック（松原西２）☎88・3090

耳鼻咽喉科・眼科
10／8 坂本耳鼻咽喉科医院（南

瓦ケ町）
☎33・6373

22 たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456

歯　科
10／1 梅村歯科クリニック（石渡１）☎32・7311
８ 松山歯科医院（富田３） ☎33・2020
９ 川村歯科医院（野田１） ☎32・4073
15 野村歯科医院（西川岸町）☎32・8695
22 ほくおう・歯科医院（北横町）☎33・4618
29 大町歯科医院（大町 3） ☎31・7275

す。
　税務署に提出すべき書類が未提出
の場合の照会などについて、同セン
ターから文書または電話で連絡する
場合があります。問い合わせ先につ
いては照会内容によって異なります
ので、照会文書に記載の問い合わせ
先へ連絡をしてください。
■問仙台国税局事務センター（☎仙台
022・263・5741）

狂犬病予防注射・犬の登録
日程変更のお知らせ
　広報ひろさき９月１日号でお知ら
せした「秋の狂犬病予防注射・犬の
登録」について、「９月27日（水）、
つがる弘前農協和徳支店前」会場は
工事中のため、実施しないこととな
りました。
　お間違えのないようお願いしま
す。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

 暮らしのinformation 暮らしのinformation

 

 

 

ター（〒036・8101、豊田２丁目
３の１）へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可能。応募多数の場
合は抽選で決定。
■問弘前克雪トレーニングセンター
（☎27・3274）

ヒロロで脳トレ＆ミニバランス
ボール教室
▽と き　11 月 10 日～ 12 月 22
日の毎週金曜日、午後１時半～２時
半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ミニバランスボールを使っ
たストレッチ体操・筋力トレーニン
グ。脳力トレーニングをしながらの
ストレッチ
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、フェースタオル、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・教室
名を記入し９月 30 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）
へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き 1枚で応募可能。応募多数の場
合は抽選で決定。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

「県民グランプリ」募集

　青森県社会奉仕振興会は、心身と
もに健康で明るく生き生きと暮らし
ている健康家族を推進し、住みよい
地域社会の実現を目指しています。
その実現のため、各地域で地道に暮
らしている人たちにスポットをあ
て、人生の目標となる身近な人を発
掘し、表彰します。
　広く県民に感動や勇気を与え、他
の推薦が得られる個人、家族を募集
します。
■問９月 30 日までに、郵送かファ
クスで、青森県社会奉仕振興会

（〒 030・0957、青森市蛍沢 4丁
目６の 12、田澤さん、☎兼■Ｆ青森
017・743・4107）へ。

弘前・白神アップルマラソン
開催に伴う交通規制
　10月１日（日）に、「第15回弘
前・白神アップルマラソン」を開催
します。当日は、コース上交通規制
（スタート付近は午前８時半～午後
３時）を実施しますので、ご理解と
ご協力をお願いします。
　詳細については問い合わせるか、
ホームページをご覧ください。
▽コース　消防本部南側～城西大橋
～茜橋～五代～兼平～如来瀬～西目
屋村白神館前
■問弘前・白神アップルマラソン実
行委員会事務局（克雪トレーニン
グセンター内、☎ 88・8399、■Ｈ
http://www.applemarathon.
jp/）

観光ボランティアガイド
会員募集（お試し会開催）
　現役ガイドと弘前公園を散策して
ガイドの仕事を見学しませんか。
▽とき　10月８日（日）
　　　　午前10時～正午ころ
▽集合　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
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■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）

「農作業従事者」を募集

　ＪＡつがる弘前およびＪＡ相馬村
では、りんごの生産に従事したい人
を募集しています。
▽作業期間　９月～ 11月の収穫終
了まで

秋の空手体験教室

▽とき　①５歳～小学校６年生＝
10月の毎週日曜日の午後１時半～
２時半、10月の毎週水曜日の午後
６時半～７時半／②中学生以上＝
10月の毎週月曜日の午後７時半～
８時半
▽ところ　極真会館弘前道場（大清
水２丁目）
▽内容　空手の基本と初歩的な運動
（月曜日は気功やヨガなどを取り入
れた空手）
▽参加料　無料（傷害保険は各自で
加入を）
▽持ち物　運動のできる服装、タオ
ル、飲み物
※当日会場でも受付あり。
■問極真会館青森県支部弘前道場
（池田さん、☎携帯 090・6546・
9209、 ■Ｈ http://kyokushin-
hirosaki.com）

克雪トレーニングセンター
の教室
【寝ながら骨盤＆股関節体操教室】
▽とき　11 月２日～ 12 月 21 日
の毎週木曜日（11月 23日は除く）、
午前コース＝午前 10 時～ 11 時、
午後コース＝午後１時半～２時半
▽内容　骨盤のゆがみを改善する体
操、股関節の柔軟性を高める体操、
ゴムチューブを使った寝ながら体操
▽対象　市民＝各コース８人
【お腹スッキリ！骨盤リセット体操
教室】
▽とき　11 月６日～ 12 月 18 日
の毎週月曜日、午後１時半～２時半
▽内容　いすに座ってタオルを使っ
た体操、ストレッチポールを使った
骨盤リセット体操など
▽対象　市民＝15人
～共通事項～
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）会議室
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、フェースタオル、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・希望す
る教室名を記入し９月30日（必着）
までに、弘前克雪トレーニングセン

 その他
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寿司を利用できる優待券を抽選でペ
ア８組にプレゼントします。
▽応募期間　10月３日（火）まで
▽応募方法　白神めぐみ寿司フェイ
スブックのキャンペーン投稿に「い
いね！」をして、コメント欄に「白
神めぐみ寿司優待券希望」と記入し
てください。
▽当選発表　抽選の上、当選者には
10月 6日（金）に、フェイスブッ
クに投稿されたコメントへ返信しま
す。
▽賞品　通常１人 6,000 円のとこ
ろ 2,000 円で利用できる白神めぐ
み寿司優待券２人分
※提供店のうち、実行委員会が指定
する店舗（店舗の希望はできませ
ん）。
▽賞 品 の 利 用 期 間　11 月 30 日
（木）まで
※詳細は白神めぐみ寿司ホームペー
ジ（http://shirakami-megumi.
com/）またはフェイスブック
（https://www.facebook.com/
shirakamimegumisushi/） をご
覧ください。
■問白神めぐみ寿司実行委員会事務局
（TEKUTEKU 編集部内、☎ 31・
2136）

こどものまちミニひろさき vol.3
こどもスタッフ募集
　12月 23日・24日に開催する自
分たちでつくる子どものための「こ
どものまちミニひろさき」を、どん
なまちにしたいか一緒に考えてくれ
るこどもスタッフを募集します
▽とき　10月 21日、11月４日・
18 日、12 月２日・16 日、平成
30年１月６日の午後１時半～３時
半
▽ところ　弘前大学大学会館（文京

町）ほか
▽内容　こどものまちミニひろさき
のスタッフ会議で「まち」の内容を
考えていきます
▽対象　小学校５・６年生＝20人
▽参加料　無料
▽申 し 込 み 方 法　10 月 12 日ま
でに、はがきかＥメール（住所・
氏名〈ふりがな〉・学年・電話番
号を記入）で弘前大学深作研究
室（〒 036・8560、 文京町１、
■Ｅ kodomonomachi.hirosaki@
gmail.com）へ。
■問弘前大学深作研究室（☎ 39・
3147）
※子どもゆめ基金の助成金を受けて
実施します。

法定相続情報証明制度が
始まりました
　平成 29年５月 29日から、全国
の登記所（法務局）で、各種相続手
続に利用することができる「法定相
続情報証明制度」が始まりました。
この制度は、法定相続人が誰である
のかを登記官が証明するものです。
この制度を利用することで各種相続
手続で戸籍謄本の束を何度も出し直
す必要がなくなります。
　手続先が複数ある場合、手続きが
同時に進められるなど、とても便利
な制度となっていますので、ぜひ活
用してください。
　発行に必要な書類など、詳しくは
法務局ホームページで確認、または
お問い合わせください。
　なお、相続手続で必要となる書類
は各機関で異なりますので、必要な
書類は提出先となる各機関にご確認
ください。
■問青森地方法務局弘前支局（☎
26・1150）

相続税等の個別照会

▽と き　10 月 10 日・30 日、11
月６日・20日、12月４日・18日
▽ところ　弘前税務署（本町）
▽内容　相続税、贈与税、譲渡・山
林所得および財産評価に関する個別
照会
※事前の電話予約が必要。
■問弘前税務署個人課税第１部門（☎
32・0331〈音声案内に従って「２」
を選択〉）

首都圏からの移住をサポート！
首都圏同窓会（弘前高校）
出席者募集

　ひろさき移住サポートセンター東
京事務所では、首都圏で開催される
弘前市内の高校の同窓会に伺い、職
員が直接移住などに関する市の施策
などについて説明しています。
　今回は、東京鏡ヶ丘会（弘前高校）
の同窓会に伺いますので、首都圏に
同校出身の知り合いがいる人は、周
知のご協力をお願いします。
▽とき　10月 21日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　学士会館（東京都千代田
区神田錦町）
▽申し込み方法　10 月 15 日まで
に、電話かファクスで氏名・連絡先
をお伝えください。
■問東京鏡ヶ丘同窓会事務局（千葉さ
ん、☎東京03・6721・7074、■Ｆ
03・6721・7254）

白神めぐみ寿司１周年記念
優待キャンペーン
　フェイスブックのアカウントを
持っている人を対象に、白神めぐみ

「有料動画サイトの未納料金が
発生」などの言葉にご注意を
　「携帯電話やパソコンにメールを
送り付ける」、「着信を残す」などの
架空請求が多く発生しています。
　「有料動画サイトの未納料金が発
生しています。本日中に連絡がない
場合、法的手続きへ移行します。未
納料金の回収を依頼されています。」
など、実在の債権回収会社と類似し
た業者名によるものが増えていま
す。
　身に覚えがなければ、絶対に連絡
をとらないようにしましょう。おか
しいなと思ったら、まずは市民生活
センターへご相談ください。
■問市民生活センター（駅前町、ヒロ
ロ３階、☎ 34・3179〈月曜日除
く午前８時半～午後５時〉）

不動産の無料相談会

▽とき　10月２日
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽内容　不動産鑑定士による土地の
評価価格や取引などに関する相談
※事前の予約は不要。
■問青森県不動産鑑定士協会（☎青森
017・752・0840）

多重債務相談窓口

▽とき　平日の午前８時半～正午、
午後１時～４時半（祝日、年末年始
は除く）
▽ところ　青森財務事務所（青森市

新町、青森合同庁舎３階）
▽相 談 専 用 電 話　☎青森 017・
774・6488）
▽内容　借金など多重債務の相談
■問青森財務事務所理財課（☎青森
017・722・1463）

精神対話士の「ほっ！と相談」

▽とき　10 月１日、11 月 19 日、
12 月 10 日の午前 10 時～午後２
時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽内容　病気・生活・仕事・人生に
関する悩みを対話の専門職精神対話
士が親身にお聴きします。
※事前の予約は不要。
■問メンタルケア協会青森事務所
（寺山さん、☎携帯 090・7793・
8595）

くらしとお金の安心相談会

▽とき　10月４日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　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。
■問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
▽とき　10月 5日・12 日・19 日・
26 日の午前 10 時～ 11 時、午後
２時～３時（19日は午後６時～７
時も受け付けます）
※１人１時間まで、先着順、事前の
電話予約が必要。

▽ところ　収納課（市役所新庁舎２
階）
▽内容　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
▽対象　市税などを滞納している人
■問９月 29 日までに、収納課（☎
40・7032、40・7033）へ。

今先生の無料健康相談

▽とき　10 月７日・21 日の午後
１時～４時（時間指定不可）
▽ところ　健康広場相談室（駅前町、
ヒロロ３階）
▽内容　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。
■問健康広場（☎35・0157）

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　　  174,366 人　   （－ 141）
　男　　 　  79,960 人　   （－  50）
　女　　　   94,406 人　   （－  91）
・世帯数 　  71,699 世帯   （+  18）
　　平成 29年８月１日現在（推計）

有 料 広 告

えがお弘前“ビタミン Hi（ハイ）”市のテレビ番組

　当市は、ごみの排出量が全国と比べ多い状況です。このごみを減らすために取り
組んでいる３つのＲ（リデュース・リユース・リサイクル）などを紹介します。
○放送日　９月16日（土）、午前11時半～ 11時 45分
○放送局　青森朝日放送（ＡＢＡ）
■問い合わせ先　広聴広報課（☎35・1194）

「ごみの減量化・資源化に全力！」～みんなで取り組む「３Ｒ」～

お詫びと訂正

　広報ひろさき９月１日号の２
ページ「今号の表紙+１枚」内、
「みどり保育園（御幸町）」とある
のは「みどり保育園（吉野町）」
の誤りでした。
■問広聴広報課（☎35・1194）
　また、15ページ「プラネタリ
ウム」内、９月 21日の投影日程
が「一般投影を午前 10 時半～、
午後１時半～、午後３時～の３回
投影」とあるのは「一般投影を午
後１時半～、午後３時～の２回投
影」の誤りでした。
■問中央公民館（☎33・6561）　
　お詫びして訂正します。 
 

 無料相談
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　砂沢遺跡は、岩木山北東麓に所在
する、今から約 2,300 年前の弥生
時代前期の遺跡です。本遺跡の保存
と継承の大切さを紹介し、文化財保
護への理解を促進する機会として、
考古学の専門家を招いて、シンポジ
ウムを開催します。
　併せて、「砂沢遺跡 -弥生最北・
東日本最古の水田の実像を追う-」
と題して、パネル展も開催します。
▽とき　９月30日（土）
　　　　午後１時～５時半
▽ところ　市民文化交流館ホール
　　　　　（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　基調講演「弥生文化と砂沢
遺跡」…講師・高瀬克範さん（北海
道大学）／報告「砂沢遺跡の概要」
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…講師・岩井浩介さん（弘前市教育
委員会）／講演「最新の成果研究か
ら見た砂沢遺跡と北日本の弥生文
化」…講師・上條信彦さん（弘前大学）
／講演「水田稲作農耕の拡散と砂沢
遺跡」…講師・田崎博之さん（愛媛
大学）／講演「弥生時代遺跡の保存
と活用」…講師・禰宜田佳男さん（文

化庁文化財部）／パネルディスカッ
ション「弥生文化と砂沢遺跡」（コー
ディネーター…工藤竹久さん〈史跡
大森勝山遺跡整備指導委員会〉）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問い合わせ先　文化財課埋蔵文化
財係（☎82・1642）

砂 沢 遺 跡
シ ン ポ ジ ウ ム

▲砂沢遺跡

－弥生最北・東日本
最古の水田の実像を追う－

 

■編集発行　弘前市経営戦略部広聴広報課　〒 036-8551　弘前市大字上白銀町 1-1　☎ 35・1111　ファクス 35・0080
■ホームページ   http://www.city.hirosaki.aomori.jp/　■公式フェイスブック  https://www.facebook.com/hirosakicity

※「広報ひろさき」は録音版も発行しています。希望する人は広聴広報課までお知らせください。

　弘前公園内に建つ緑の相談所は、
前川國男初の片流れ屋根の建物で
す。弟子である仲邑さんの、建物に

▽とき　10月 22日（日）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　緑の相談所（下白銀町、
弘前公園内）集会室
※参加者は緑の相談所に現地集合。
▽講師　仲邑孔一さん（MID同人、
元前川國男建築設計事務所）
▽定員　30人
▽参加料　一般=3,500 円、学生
＝ 2,500 円（模型代含む、当日徴
収）
▽持ち物　虫眼鏡、老眼鏡（必要な人）
▽申し込み方法　10月16日まで
に、ファクスかＥメール（住所・氏
名・電話番号を記入）で、前川國
男の建物を大切にする会（葛西さ
ん、ファクス33・3260、Ｅメール
spacemeans@kkf.biglobe.ne.jp）
へ。
■問い合わせ先　前川國男の建物を
大切にする会（折谷さん、☎携帯
090・8274・1128）

まつわる話と模型作りを通じて、前
川國男建築の温もりを感じてみませ
んか。
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緑の相談所の
　　　　1/600 模型を作ろう！


