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　市役所本庁舎の改修工事終了に伴い、庁舎内の一部
課室等が移動します。旧上下水道部庁舎（茂森町）で
業務を行っていた課室等も 10月 16日から本庁舎へ
移動します（選挙管理委員会事務局は 10月 30日か
ら）。移動する課室等は右表をご覧ください。
※移動後の課室の配置は広報ひろさき10月１日号ま
たは市ホームページに掲載しています。
■問い合わせ先　財産管理課（☎35・1120）

【前川本館（本館）】
 課 室 等 新窓口番号 移動内容

３階

農業委員会事務局 A-302
旧上下水道部庁舎
１階から移動

りんご課 A-303
農業政策課 A-304
農村整備課 A-305

【前川新館（新館）】
 課 室 等 新窓口番号 移動内容

３階

都市政策課 B-314 前川新館１階か
ら移動

環境管理課分室 B-315 市民防災館３階
から移動

スマートシティ推進室 B-316 旧上下水道部庁舎
２階から移動

吉野町緑地整備推進室 B-317 市民防災館３階か
ら移動

４階 文化スポーツ振興課 B-411 前川新館２階から
移動

５階

商工政策課 B-515
旧上下水道部庁舎
２階から移動

産業育成課 B-516
観光政策課 B-518
国際広域観光課 B-519

６階
選挙管理委員会事務局 B-613 旧上下水道部庁舎２

階から移動（10/30～）

職員組合 B-615 旧上下水道部庁舎
２階から移動

市役所本庁舎の
課室移動があります

 「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。

 

①リデュース（Reduce）…廃棄物の発生抑制→ごみを減らそう。物を大切に使おう
②リユース（Reuse）…製品・部品の再利用→繰り返し使おう
③リサイクル（Recycle）…再資源化→再び資源として利用しよう

３Rとは

使いキリ 野菜などの食材は必要な分だけ買い、
無駄なく使いましょう。

作り置きができる料理は、毎日少しず
つ食べて食べきりましょう。食べキリ

三角コーナーや水切りネットを使って
生ごみの水気を切りましょう。水キリ

★生ごみ３キリ運動

★再生資源回収運動の品目に
ペットボトルを追加
　町会や PTAなどの団体が自主
的に行う資源のリサイクル活動に
対し、市で報奨金を交付していま
す。この再生資源回収運動にこ
のたび、ペットボトルを追加しました。

10 月は 推進月間です３Ｒ
　循環型社会形成のためには、国民・事業者・行政
が互いに協力し、３Ｒ（リデュース・リユース・リ
サイクル）の取り組みを進めていくことが重要であ
るとして、リサイクルに関係する環境省を含む８
府省が一体となり、毎年10月を３Ｒ推進月間と定
め、広く国民に向けてその普及啓発活動を行ってい
ます。
　この推進月間をきっかけに「３Ｒ」がどういうこ
とかを認識し、私たちの暮らしの中で取り組めるこ
とを見つけていきましょう。
■問い合わせ先　環境管理課資源循環係（町田字筒
井、☎35・1130）
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衆議院議員総選挙

　衆議院議員総選挙は、10月 10日に公示され、10月 22日
が投票日になります。忘れずに投票しましょう。
▽投票日　10月 22日（日）、午前７時～午後８時（一部の投
票所は午後６時まで）
　今回の選挙は、まず小選挙区選挙を投票し、次に比例代表選
挙と最高裁判所裁判官国民審査を投票します。小選挙区選挙は、
投票用紙に「候補者氏名」を記載して投票します。比例代表選
挙は「政党名」を記載して投票します。最高裁判所裁判官国民
審査は、辞めさせたほうがよいと思う裁判官がいる場合にはそ
の人の氏名の上の欄に「×」を記入し、いない場合には何も記
入せずに投票します。
■問い合わせ先　選挙管理委員会事務局（旧上下水道部庁舎２
階、☎35・1129）

選挙資格
▽年齢要件　平成 11年 10月 23日までに生まれた
人
▽住所要件　平成29年７月９日以前から引き続き弘
前市に住んでいる人（右上図参照）

投票所入場券
　投票所入場券は９月28日現在の住所で作成し、郵
送します。圧着式のはがき１枚につき２人分まで印刷
しています。もし、入場券が届かなかったり紛失した
りした場合でも投票できますので、投票所の係員に申
し出てください。

期日前投票
　仕事や用事などで投票日に投票できない人は、別表
のとおり期日前投票ができます。

滞在地での投票
　仕事や用事などで投票日に市外に滞在している人で、
期日前投票もできない人は、不在者投票ができます。
　不在者投票を希望する人は、「不在者投票請求書兼
宣誓書」に必要事項を記入の上、請求手続きをしてく
ださい。「不在者投票請求書兼宣誓書」は選挙管理委
員会事務局および岩木・相馬総合支所の同事務局分室
に用意しているものを使うか、市ホームページからダ
ウンロードすることもできますのでご利用ください。
郵送や代理人による手続きも可能です（ファクスやＥ
メールは不可）。
　手続きをした人には、滞在地へ投票用紙などを郵送
しますので、滞在地の選挙管理委員会で投票してくだ
さい。なお、郵送期間の関係上、早めに手続きや投票
をしてください。

在宅投票
　重度の身体障がい者などで、「郵便等投票証明書」
を持っている人は、自宅で郵便などによる不在者投票
ができます。該当する人は、①介護保険の被保険者証
の要介護状態区分が要介護５の人／②身体障害者手帳
か戦傷病者手帳を持っている人で両下肢・体幹・移動
機能の障がい程度が１級か２級の人／③心臓・腎臓・
呼吸器などの内臓機能の障がい程度が１級か３級の人
／④免疫・肝臓の障がい程度が１級から３級までの人
などです。
　「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人で、
新たに交付を希望する人は、身体障害者手帳または戦
傷病者手帳、介護保険の被保険者証を持参し、選挙管
理委員会事務局で手続きをしてください（代理人によ
る手続きも可）。請求期限は10月 18日（水）です。

選挙公報
　小選挙区選挙候補者の経歴・政見や、比例代表選挙
の政党などの政策を掲載した選挙公報、最高裁判所裁
判官の経歴などを掲載した審査公報を、各世帯に配布
します。また、市役所、岩木・相馬庁舎、各出張所な
どの公共施設にも備えますのでご利用ください。

投票所の変更
　従来投票所となっている施設で諸行事が行われるこ
とから、下表のとおり変更となる投票所があります。
投票所入場券を確認の上、投票にお出掛けください。

選挙管理委員会事務局は 10 月 30 日から本庁舎６階へ移動します
　現在、選挙管理委員会事務局は本庁舎改修工事のため、旧上下水道部庁舎２階で業務を行っていますが、
10月 30日から本庁舎６階へ移動します。来庁および郵送する際は、ご留意ください。
▽現所在地　〒036・8217、茂森町 40の１、旧上下水道部庁舎２階

前回までの投票所 今回の投票所

東北女子短期大学（上瓦ヶ町）弘前典礼会館（中瓦ケ町）
弘前実業高等学校（中野３丁目）三岳児童センター（三岳町）

投票期間 10 月 11 日（水）～ 21 日（土） 10月18日（水）  
～20日（金）

投票場所
弘前市役所
（上白銀町）
本館１階ロビー

岩木庁舎
（賀田１丁目）
１階

相馬庁舎
（五所字野沢）
交流コーナー

総合学習センター
（末広４丁目）
１階中会議室

ヒロロスクエア
（駅前町）ヒロロ３階
多世代交流室２

弘前大学
（文京町）
総合教育棟１階

投票時間 午前８時半～
午後８時 午前８時半～午後６時 午前10時～

午後８時
午前 10時～

午後５時

注意事項

①住んでいる地域に関係なく、上記のどの投票所でも投票することができます。
②受け付けの際、投票所に当日行けない理由などについて「宣誓書」を提出してもらいます。「宣誓書」
は各人の投票所入場券の下部にある欄に記入するか、期日前投票所の受付にも用意しています。　
③投票所によって投票期間および投票時間が異なりますのでご注意ください。
④投票所入場券が届いている場合は、持参してください（忘れた場合でも投票はできます）。
⑤弘前大学には投票者用の駐車場がありませんので、ご了承ください。
⑥ヒロロスクエアで投票する際はヒロロ駐車場（1時間無料）をご利用ください。

期 日 前 投 票

広報ひろさき 10 月１日号でお知らせした「衆議院青森県第４区選出議員補欠選挙」は衆議院
が解散し、「衆議院議員総選挙」となりましたので改めてお知らせします。

市民の皆さんから
公募します

　市では、たばこの健康被害防止対策の推進にあたり、
市民の皆さんの意見を反映させるため、弘前市たばこ
の健康被害防止対策協議会の委員を募集します
▽応募資格　市内に在住する満20歳以上の人で、年
２～３回、平日の日中に開催される会議に出席できる
人（議員、公務員、市のそのほかの審議会などの委員
を除く）
▽募集人員　２人程度
▽応募期限　10月 31日（必着）
▽委員の任期　委嘱した日から２年間
▽謝礼など　会議１回の出席につき、報酬１万円と交
通費（バス代など）を支給
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参またはＥメールで提出してください。

①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号
②志望動機（800字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、健康づくり推進課（野田
２丁目）で配布しています。なお、応募用紙は返却し
ませんので、あらかじめご了承ください。
▽選考・発表　応募書類を審査の上、選考し、結果は
応募者全員に書面で通知します。
※選任された人は、委員名簿に登載され、市ホームペー
ジなどで公表します。
■問い合わせ・提出先　健康づくり推進課（〒036・
8711、野田２丁目７の１、☎ 37・3750、Ｅメー
ル kenkou@city.hirosaki.lg.jp）

弘前市たばこの健康被害防止対策協議会の委員を
募集

【町会雪置き場事業】
　住宅地に空き地を所有している人が地域の雪置き場
として町会と無償契約を締結し、空き地を貸し付けした
場合に､固定資産税などの３分の１以内を減免します。
【地域除雪活動支援事業】
　個人所有の小型除雪機や融雪槽または融雪ホースを
活用し、一般除雪によって幅員の狭くなった生活道路

町会雪置き場事業・地域除雪活動支援事業快適な雪国生活
の実現を

の拡幅や間口の融雪を町会などが行う場合、燃料費な
どを助成します。
～共通事項～
▽申請期間　11月１日～ 27日
▽実施期間　12月１日～平成30年３月 31日
■問い合わせ先　道路維持課（茜町２丁目、☎ 32・
8555）

市政情報
Town Information

10月22日  日 投票日 

■市外から転入した人

平成29年７月９日までに
転入届を出した人

平成29年７月10日以降に
転入届を出した人

弘前市で投票
ができます

前住所地の
市町村へ確
認を

■市内で転居した人

平成29年９月28日までに
転居届を出した人

平成29年９月29日以降に
転居届を出した人

現在の住所地
の投票所で投
票ができます

転居前の住所地
の投票所で投票
ができます
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　ねぷたと菊人形のコラボレーション
　三の丸庭園に設けられる菊人形ゾーンでは、「卍の
城物語」をテーマに、ねぷたと菊人形がコラボレーショ
ン。庭園を借景した豪華な演出は見応え十分です。そ
のほか、子どもに人気の動物をかたどったトピアリー
（造形菊）や動物ふれあいコーナー、たるを使った遊
具などを設置します。

　ちびっ子新幹線を無料運行
　生垣見本園前では、子どもたちに大人気のちびっ子
新幹線を無料で運行します。また、自由広場には動物
ふれあいコーナーや豪華な「菊の五重塔」を設置し、
さまざまなイベントを開催します（下表参照）。
　このほか、市民参加の市民菊花展や、日曜日には三
の丸庭園で、「弘前茶道協会」の協力による抹茶接待
を行います（有料）。
▽とき　10 月 20 日～ 11 月 12 日の午前９時～午
後４時（抹茶接待は午後３時まで）
▽ところ　弘前城植物園（弘前公園内）
■問い合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎ 37・
5501）

　今年も弘前城植物園をメイン会場に「弘前
城菊と紅葉まつり」を開催します。
　皆さんに好評のちびっ子新幹線を運行する
ほか、土・日曜日、祝日のコンサートなどイ
ベントが盛りだくさん。秋色の弘前公園に家
族みんなでおいでください。

◎会場はすべて植物園です。

開催日 時間 イベント名

10 月 20 日（金）
午前９時半～

（開会式終了後）
開会式アトラクション

「大開保育園」鼓笛隊

10 月 21 日（土）
午前 10 時半～ 「高杉保育園」和太鼓披露

午後１時半～ 「木原たけし」歌謡ショー

10 月 22 日（日）
午前 10 時～、
午後１時～

お城で YOSAKOI
ゲスト：AOMORI 花嵐桜組

10 月 28 日（土）
午前 10 時半～ 津軽手踊り披露

午後１時半～ 郷土芸能披露

10 月 29 日（日）
午前 11 時～ 「木村誠」歌謡ショー

午後１時半～ 「木田俊之」歌謡ショー

11 月３日（金・
祝）

午前 10 時半～ 津軽笛　佐藤ぶん太、の世界

午後１時半～ 「黒石八郎」ショー

11 月４日（土）
午前 10 時半～ Sonia ライブ

午後１時半～ 「りんご娘＆ライスボール」LIVE

11 月５日（日）

午前 11 時～ 木庭袋靖子箏演奏披露

午後１時半～
「高瀬まみ＆オダギリユタカ」☆二人の歌
謡笑☆「紅葉見に行こうようコンサート」

11 月 11 日（土）
午前 11 時～ 「小山内創祐」LIVE

午後１時半～ 「夢弦会」津軽三味線披露

11 月 12 日（日）
午前 10 時半～ 津軽情っ張り太鼓曲打ち披露

午後１時半～ 「小山内薫」津軽三味線披露

10月23 日～11
月 10 日の平日

午後１時半～ 「和三絃會」津軽三味線ライブ

※屋外ステージのため、悪天候などで変更・中止になる場合が
あります。

イベントスケジュール

弘前城
菊と紅葉まつり
会期：10 月 20 日～ 11 月 12 日

※料金の（　）内は10人以上の団体料金。

　入園券の発売は午後４時半まで。

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上）310円（250円）
子供（小・中学生）100円（ 80円）

※ 65歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留
学生、市内外の障がい者は無料。身分を証明できる
ものを提示してください。

弘前城菊と紅葉まつり（植物園）入園料

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上）310円（250円）
子供（小・中学生）100円（ 80円）

※ 65歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留
学生、市内外の障がい者は無料。身分を証明できる
ものを提示してください。

本丸・北の郭　入園料

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上）510円（460円）
子供（小・中学生）160円（130円）

共通（植物園と本丸・北の郭）入園料

まつりメイン会場案内図

　桜・紅葉特別ライトアップ
　夜には公園内の紅葉をライトアップして幻想的に演
出します。また桜の紅葉への特別照明は、昨年までの追
手門付近に加え、新たに東門付近でも行います。
▽期間　10月 20日～ 11月中旬の日没～午後９時

　桜守による古木・名木鑑賞ツアー
　チーム桜守が弘前公園内の古木・名木や見所につい
て解説します。
▽とき　10月 29日、午前 10時～
▽集合　緑の相談所（弘前公園内）玄関前
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　無料（ただし、本丸・北の郭または弘前城
植物園の入園料が必要）
■問い合わせ先　公園緑地課（☎33・8739）

　弘前公園観光人力車
▽とき　11月 15日（水）まで、午前９時～午後４時
▽乗車コース（片道）　弘前公園下乗橋～追手門また
は東門または中央高校口　
▽乗員　２人
▽料金　１台2,000円　

　観光ボランティアガイド
　弘前観光ボランティアガイドの会が案内します。追手
門と東門付近に詰め所がありますので気軽にご利用を。
▽案内時間　午前９時～午後５時（受け付けは午後４
時まで）
▽案内範囲　弘前公園内
▽ガイド料　無料
■問い合わせ先　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）

　弘南鉄道大鰐線の利用者は
　期間中入園料が無料
　弘南鉄道大鰐線の利用者は、中央弘前駅改札口で発
行される「乗車証明書」を券売所に提出すると、まつ
り期間中、弘前城植物園、弘前城本丸・北の郭、藤田
記念庭園の３施設の入園料が無料（乗車当日に限る）
になります。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

土手町循環 100 円バス

夜８時まで延長運行

11月１日～12 日運行
期間

延長
時間

夜６時～８時
（15 分間隔）

弘前公園の特別ライトアップに合わせて土手町循環
100円バスの運行時間を延長します。ぜひご利用くだ
さい。

まだまだ
あるよ！

盛りだくさんの

イベント！

盛りだくさんの

イベント！

　「お城とりんご」にちなんだクイズラリー

　「お城とりんご」をテーマにしたクイズを解きなが
ら、植物園内を散策するクイズラリーを実施します。
完走者先着１万人に記念品をプレゼントするほか、さ
らに抽選で、お城関連の賞品をプレゼントします。

　アップルパイ食べ比べ

　植物園南案内所喫茶処と弘前公園北の郭内喫茶コー
ナーで、アップルパイの食べ比べプレートとコーヒー
のセットメニューを提供します。（有料）

　藤田記念庭園夜間開園

▽とき　10月 20日・21日・27日・28日
　　　　午後５時～８時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）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
■問い合わせ先　藤田記念庭園（☎37・5525）

　まちなかクラフト村「弘前工芸舎・秋企画」
　秋限定セレクトショップ
　市内の工芸品を集めた「弘前工芸舎・秋企画」を開
催します。
▽とき　10 月 20 日～ 11 月 12 日の午前９時～午
後５時
▽ところ　藤田記念庭園匠館（上白銀町、旧考古館）
２階ギャラリースペース
■問い合わせ先　商工政策課物産振興担当（☎ 35・
1135）

　青森大学忍者部

　国内初の忍者部によるアクロバティックなステージ
パフォーマンスは必見！ステージパフォーマンス終了
後には、手裏剣（ゴム製）体験を行います。
▽とき　10月 21日（土）、午前 11時半～、午後 3
時～（約15分）
▽ところ　植物園内ステージ付近

　リンゴアート

　約３万 5,000 個のりんごを使用した巨
大モザイク画を展示します。デザインは、
東洲斎写楽「三世大谷鬼次の奴江戸兵衛」。
▽とき 10 月 20 日～ 29 日、午前９時
～午後９時（初日は午前10時半～）
▽ところ　弘前城本丸（天守横）
※入園料が必要。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎40・0494）
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市政情報
Town Information

　国民のおよそ２人に１人は「がん」になり、３人に１人が「がん」で亡くなるといわれています。がんは、昭和
56年から我が国の死因の第１位で、当市でも死因の第１位となっています。
　市でも「早期発見・早期治療のために年１回はがん検診を受診しましょう」と勧めていますが、受診についてさ
まざまな問い合わせがありますので、受診に関するQ&Aを参考にしてください。
　市で実施しているがん検診やその他の健診については、毎月広報ひろさき1日号に掲載しています。
■問い合わせ先　健康づくり推進課（弘前市保健センター内、☎37・3750）

10 月は「がん検診受診率 50％達成に向けた集中キャンペーン月間」です

がん検診についての Ｑ ＆ Ａ

今年度偶数歳で、子宮がん・乳がん検
診が受けられると思うが、受診券が届
いていない。

Ａ今年度偶数歳になる人には個別に通知していま
すが、受診券は発行していません（受診券は今年

度 21歳の人に子宮がん検診無料クーポン券、41歳
の人に乳がん検診無料クーポン券を送付）。今年度対
象かどうか確認したい人は、「健康と福祉ごよみ」をご
覧になるか、保健センターまでお問い合わせください。

Ａ弘前市医師会健診センターでは、成人歯科健診と
後期高齢者歯科健診以外の市で行われている健

（検）診をすべて実施しており、１回で複数の健（検）
診を受けることは可能です。ただし、申し込みは先着順
で、健診センターと日程調整が必要です。
▽医師会健診センター申込専用ダイヤル　☎フリーダ
イヤル 0120・050・489〈平日の午前 8時～正午、
午後 1時～ 4時〉）

1回で多くの種類の健（検）診を受け
たい。

社会保険被扶養者の特定健診受診
券が届いているが、市のがん検診
は受診できる？

Ａ受診できます。市のがん検診は、国民健康保
険加入者や社会保険加入者本人で、会社など

でがん検診を受診する機会のない人や、社会保険被
扶養者でがん検診の受診機会のない人などは、40
歳以上であれば誰でも受診できます。

 

 

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　国保年金課国保運営係（市役所１階、☎35・1116）

【国民健康保険制度の都道府県単位化について】
　今回は、平成 30年度からの国民健康保険制度につ
いてお知らせします。
　国民健康保険制度は、健康保険など他の公的医療保
険と比べ、「年齢構成が高い」「医療費水準が高い」「所
得水準が低い」という構造的な課題を抱えており、厳
しい財政運営をしている状況です。
　このため、平成30年４月からは、国民健康保険の

【家庭でできる食中毒予防のポイント】　
　食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、やっつける（殺菌）」です。
家庭でできる食中毒予防のポイントは、「食品の購入」「家庭での保存」「下準備」「調理」「食事」
「残った食品」です。この６つのポイントに気を付けることで食中毒を予防できます。それ
でも、もしお腹が痛くなったり、下痢をしたりした場合はかかりつけ医に相談しましょう。

財政運営を市町村単位から、都道府県が財政運営の責
任主体に変わることになりました（都道府県単位化）。
　都道府県単位化後は、都道府県がそれぞれの市町村
ごとに「国保事業費納付金」を示し、市町村では保険
料を財源に納付することとなっていますが、当市では
平成34年度まで現在の保険料率を据え置くこととし
ています。都道府県単位化の詳細は、今後も随時お知
らせしていきます。

Ａ精密検査が必要と判定されたら、「がんの疑
いを含め異常（病気）がありそう」と判断さ

れたということなので、必ず病院で精密検査を受け
てください。「症状がない」といった理由で精密検
査を受けない場合には、見つかるはずのがんを放置
してしまうことになります。市のがん検診受診後、
精密検査を受けていない場合は、保健師が受診状況
を確認するため連絡をする場合があります。

がん検診を受けたら精密検査の結
果が届いた。どうしたらよいか？

　経済的理由により就学が困難な小・中学校の児童生
徒の保護者に対して、学用品費などの就学費用を一部
援助します。
　援助を受けるためには、申請して審査を受ける必要
があります。申請は随時受け付けていますが、平成
30年４月からの認定を受けるためには、平成 30年
３月までの申請が必要です。
▽対象　市立小・中学校に就学する児童生徒の保護者
で、次のいずれかに該当する人
※市立小・中学校以外に就学している場合でも、児童
生徒および保護者が市内に居住している場合は認定で
きることがありますので、お問い合わせください。
○生活保護が停止または廃止となった人
○世帯全員が市民税所得割額非課税の人

平成 30 年度就学援助申請を受け付け中学用品費などを
一部援助します

※住宅借入金等特別税額控除は適用しません。
○国民年金保険料が全額免除の人
○児童扶養手当の全部支給（一部支給停止されていな
い）を受けている人
○市民税が減免決定された人
○国民健康保険料が減免決定された人
○そのほか、経済的に就学に困難な状況が認められる
人（学校などを通じて確認します）
▽申請に必要なもの　印鑑、平成29年１月２日以降に
転入した人は平成29年度所得課税証明書、市民税・国
民健康保険料の減免理由で申請する人は減免決定通知書
■問い合わせ・申請先　学務健康課（岩木庁舎３階、
☎82・1643）／学務健康課弘前分室（市役所１階）
※電話での問い合わせは学務健康課へ。

▽対象　経済的な理由により修学が困難で、次の①お
よび②に該当する人
①市内に住所がある家庭の被扶養者で、平成29年度
に高等学校以上の学校（専門学校を含む）に在学して
いる人
②ほかの奨学金の貸与または給付を受けていない人
▽貸与期間　平成 29年 10月分から、在学する学校
の正規の修学期間
▽奨学金の額　①大学（大学院、短大を含む）・専門

学校＝月額２万 5,000 円／②高等学校・中等教育学
校後期課程＝月額１万3,000円
▽返還方法　卒業後１年経過してから 10年以内で、
月賦・半年賦・年賦のいずれか（無利息）
▽申し込み先　11月 30日までに、教育政策課（岩
木庁舎３階）か学務健康課弘前分室（市役所１階）へ。
※家庭の経済状況や学力などを基に選考し、結果を
12月下旬に通知します。
■問い合わせ先　教育政策課（☎82・1639）

 希望者は
申し込みを 平成 29 年度弘前市奨学生の追加募集

　中心市街地への小売・サービス業の新規出店または
移転に必要な改修工事費の一部を補助します。
▽対象事業者　市内に本店を有する小売・サービス業
を営む人または新たに小売・サービス業を開業しよう
とする人で、中心市街地の空き店舗に新規出店・移転
しようとする人
※ただし、既に中心市街地内で営業している店舗を移
転する場合は対象外。
▽対象区域　弘前市中心市街地活性化基本計画（平成
28年 3月 15日認定）で定めた中心市街地内
▽対象となる空き店舗　次のすべてに該当する店舗
①従来、小売・サービス業の店舗として利用され、お
おむね１カ月以上営業の用に供されていないこと。
②道路に面した１階または２階の店舗
③道路から直接出入りできる独立した専用の出入口を
有する店舗
④空き店舗の所有者との関係が、一定の親族関係また
は資本関係等を有しないこと。

中心市街地空き店舗活用支援事業費補助金希望者は申請を

▽補助条件　次のすべてに該当すること
①３年間は自ら継続して営業すること。／②１日のう
ち午前９時から午後７時までの間でおおむね３時間以
上、かつ、１週間のうち５日以上営業すること。／③
空き店舗が存する区域において、商店街振興組合等が
組織されている場合はこれに加盟すること。
▽対象経費　店舗の改修工事に係る経費（設備工事の
一部、什器・備品購入費、設計費、消費税等は対象外）
※工事の施工は市内の業者に限る。
▽補助率および補助上限額　❶市が指定する道路に
面した１階の空き店舗＝補助率２分の１、補助上限
額150万円／❷❶以外の空き店舗＝補助率２分の１、
補助上限額50万円
▽申請受け付け　随時（先着順で、予算に達した時点
で受け付けを締め切ります）
※提出書類などの詳細については、市ホームページを
ご覧になるか、お問い合わせください。
■問い合わせ先　商工政策課（☎35・1135）
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午後 1時～）、骨密度の測定、痛み
に関する相談・テーピング指導など
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問プリモ整骨院（山本さん、☎
87・6832〈平日の午前9時～正午〉）

鷹ヶ丘老人福祉センター作品展

▽とき　10 月 23 日～ 25 日の午
前 10時～午後５時（初日は正午か
ら、最終日は午後４時まで）
▽ところ　百石町展示館第１～第３
展示室
▽内容　「生きがい教室」（絵画・俳
句・短歌・書道）の作品展示
■問鷹ヶ丘老人福祉センター（☎
32・7260）

弘前大学大学院人文社会科学
研究科公開発表会
▽とき　10月 25日（水）
　　　　午後２時半～
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
棟（文京町）４階視聴覚ルーム
▽内容　歴史社会、コミュニケー
ション、地域システム、経営システ
ムを専攻する学生による研究成果の
発表
※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）

「秋の読書週間」の催し
　秋の読書週間に合わせてさまざま
なイベントを開催します。
【みんなでたくさんのりんごをみの
らせよう！】
　好きな本の題名と理由をりんご型
のカードに書いて貼り、りんごで
いっぱいの木を作りましょう。カー
ドに書いた本は、読書期間中展示・
貸し出します。
▽とき　11月９日まで
【えほんのもりのおはなしかい（秋
スペシャル）】
▽とき　10月 28日（土）
　　　　午前10時半～ 11時
▽内容　絵本・紙芝居・パネルシア
ター・手遊びなど

【「運転手さん気分」でハイポーズ！】
　移動図書館車「はとぶえ号」の顔
出しパネルで記念撮影ができます。
▽とき　10月 27日～ 11月９日
～共通事項～
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）
※事前の申し込みは不要。
■問こどもの絵本の森（☎35・0155）

弥生いこいの Halloween

　職員が魔女やドラキュラに仮装す
るほか、馬車なども仮装してイベン
トを盛り上げます。魔女に会ったら
合言葉を言って、お菓子をもらお
う！
▽とき　10月 28日・29日の午前
９時～午後４時半（雨天決行）
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽内容　数量限定！カボチャのラン
タン作り（29日の午後１時～２時、
300円）／特大カボチャの重さ当て
クイズ（両日の午後2時～、無料）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

弘前学院大学地域総合文化
研究所講演会
▽とき　10月 28日（土）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽内容　「2020 年オリンピック招
致の舞台裏と地域活性化」…講師・
石元悠生さん（産経新聞社会部編集
委員）、「新しい時代のリーダーシッ
プ」…講師・西東克介さん（弘前学
院大学社会福祉学部教授）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学文学部（成田さん、
☎34・5211）

第 19 回Ｗリーグ
2017-2018 弘前大会
【弘前市バスケットボール協会創立
70 周年記念】
　吉田亜沙美選手や、渡嘉敷来夢選

ひろさき美術館２
－ Silent Studies －
　３人の作家が個展形式で展覧会を
行います。
▽とき　10月 20日～11月 12日
の午前９時～午後５時（最終日は正
午まで）
▽ところ　旧弘前市立図書館（追手
門広場内、下白銀町）
▽展示作家　橋本尚恣さん、斎藤啓
司さん、関典子さん
▽入場料　無料
■問弘前アートプロジェクト実行委員
会（harappa 内、☎ 31・0195）
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

もったいない広場＆
ふくしマルシェ
　各家庭から出た不用品の無料提供
と就労支援事業所が生産した加工品
などを販売しています。ふくしマル
シェの買い物に利用できるポイント
が貯まる、古紙類やアルミ缶などの
資源物の回収も行います。この機会
に楽しみながら、ごみの減量化・資
源化に取り組んでみませんか。
▽とき　10月 22日、11月 19日、
12月17日、平成30年１月28日、
２月 18 日、３月 11 日の午前 10
時～午後３時
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク１階多目的ホール
■問環境管理課（☎32・1969）

あなたの街の整骨院・接骨院

　市内の整骨院・接骨院を営む柔道
整復師が健康に関するイベントを開
催します。
▽とき　10月 22日（日）
　　　　午前10時～午後２時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース　　　　
▽内容　整骨院の先生と一緒に行う
ラクラク健康体操 （午前 11 時～、

手など、リオデジャネイロオリン
ピックに出場した選手のプレーを会
場で観戦しませんか。
▽とき　10月 28日（土）
　　　　午後２時試合開始
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽対戦カード　JX-ENEOSサンフ
ラワーズ VS 東京羽田ヴィッキーズ
▽入場料（自由席）　１階…2,500
円～3,000円／２階…一般＝1,500
円、中学・高校生＝ 1,000 円、小
学生＝500円
※当日券は前売り券の500円増し。
▽チケット販売場所　チケットぴ
あ、サークルＫサンクス、セブンイ
レブン
※当日は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。
■問弘前市バスケットボール協会
（工藤さん、☎携帯 080・6009・
4755）

多胎児の家族の交流会
『ふたごちゃん☆
みつごちゃんと家族のつどい』
▽とき　10月 29日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　みどり保育園（吉野町）
▽内容　ふたご・みつご育児の体験
談、親子遊び、手作りおもちゃの制
作、情報交換など
▽対象　多胎児を妊娠している人、
未就学の多胎児がいる家族
※当日参加も可能ですが、なるべく
事前に申し込みを。
■問みどり保育園地域子育て支援セン
ター（☎32・0510）

第 20 回弘前市
ボランティアフェスティバル
▽とき　10月 29日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園2丁目）2階大会議室
▽内容　午前＝講演「福祉の心」…
講師・大髙義昭さん（弘前地区手を
つなぐ育成会会長）、ミニコンサー
ト（バイオリン・ハーモニカ演奏）

／午後＝おもちゃの修理、抹茶、こ
ぎん刺し体験など
▽入場料　300円（昼食付き）
■問 10 月 20 日までに、弘前市ボラ
ンティア連絡協議会（宮園２丁目、
☎33・1161）へ。

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　10月 30日（月）
　　　　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…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
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。

刀剣保護プロジェクト

　昨年に引き続き、市立博物館所蔵
の刀剣 124 口の伝統的な作法での
手入れを一般公開します。また、刀
剣管理に関する無料相談会を併催し
ます。
▽とき　11月２日・３日の午前11
時～正午と午後２時～３時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
◎無料相談会
▽とき　11月３日（金・祝）
　　　　午後３時～４時
▽定員　20人（先着順）
▽申し込み方法　10 月 17 日から
電話で予約を。
▽入場料　無料
■問市立博物館（☎35・0700）

おとなの朗読会 2017 秋

▽とき　11月３日（金・祝）
　　　　午後２時～
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室

▽朗読者　三上あきこさん
▽定員　40人
▽参加料　500 円（１ドリンク付
き）
※事前の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

地域をささえる車大集合！
　鉄道を通じた地域の活性化とふ
れあいを目的に、JR弘前運輸区な
どを一般開放します。JRの鉄道車
両をはじめ、陸上自衛隊や消防・救
急車両の展示など地域を支える車が
大集合します。また、各会場でスタ
ンプを集めると景品がもらえますの
で、ぜひご来場ください。
▽とき　11月３日（金・祝）
　　　　午前10時～午後 3時
▽ところ　JR弘前運輸区、弘南鉄
道弘前駅・城東口周辺
▽その他　イベント内容や展示内容
が変更になる場合があります。／駐
車場はありませんので、公共交通機
関などをご利用ください。／トイレ
は弘前駅のトイレをご利用くださ
い。／スタンプラリーは景品がなく
なり次第終了します。
■問弘前駅自由通路等にぎわい創出事
業実行委員会（下白銀町、弘前観
光コンベンション協会内、☎ 35・
3131）

第 21 回津軽塗フェア

▽とき　11月３日～５日の午前９
時半～午後５時半（最終日は午後４
時まで）
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽内容　津軽塗の展示販売会、研ぎ
出し体験、修理再生相談
▽入場料　無料
■問青森県漆器協同組合連合会（☎
35・3629）

 イベント
 



10 11ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.１０.１５

 

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.１０.１５

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111

時半～４時
▽ところ　移住・交流情報ガーデン
（東京都中央区京橋１丁目）
▽内容　Uターン者との座談会、専
門家による就職セミナー（弘前市の
求人企業の情報や転職活動のこつな
ど）、移住支援制度の説明、個別移
住相談など
■問 10月31日までに、電話かファクス
またはＥメール（氏名・電話番号を記入）
で、ひろさき移住サポートセンター東
京事務所（☎東京03・6256・0801、
■Ｆ 03・6256・0802、 ■Ｅ hif-tokyo
＠city.hirosaki.lg.jp）へ。

弘前城本丸発掘調査現場説明会

▽とき　11月 5日（日）
　　　　午前10時～ 11時半
▽集合場所　弘前公園（下白銀町）
二の丸下乗橋前
▽参加料　無料
※近くの有料駐車場や公共交通機関
のご利用を。自転車は二の丸下乗橋
向かいに駐輪をしてください。
■問公園緑地課（☎33・8739)

弘前市教育フェスティバル

　市内の小・中学校や特別支援学校、
教育委員会事務局の活動を紹介しま
す。
▽とき　11月５日（日）
　　　　午前10時半～午後４時

▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　楽器演奏などの披露、各学
校紹介パネル展示・マスコットキャ
ラクターの紹介、教育委員会事務局
紹介パネル展示など
※パネル展示は11月３日（金・祝）～。
■問教育政策課（☎82・1639）

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
ショップを行っています。
▽日程と内容　第３回＝ 11月８日
…「ソーシャル・ビジネス～社会的
課題をビジネスの手法で解決する
～」…講師・大倉邦夫さん（弘前大
学人文社会科学部准教授）／第４回
＝ 11月 22日…「恋愛関係を対象
とした「教育」は可能か？」…講師・
古村健太郎さん（弘前大学人文社会
科学部講師）
※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

弘前先端リハビリテーション
研究会

【医療用ロボットスーツ HAL の普
及促進に向けた現状と展望】
▽とき　11月４日（土）、午前 10
時～午後０時半（予定）
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館（文京町）
▽内容　徳島病院や弘前大学医学部
附属病院での治療の現状の講義、デ
モンストレーション
▽定員　300人
▽参加料　無料　
※市立病院向かい（旧第一大成小学
校、土手町）を駐車場とし、シャト
ルバスを運行します。詳しくは問い
合わせを。
■問 10月 27日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所・氏名・
勤務先・団体名・電話番号を記入）
で、ひろさき未来戦略研究センター
産業イノベーション担当（☎40・
0631、■Ｆ 35・7956、■Ｅ hif@city.
hirosaki.lg.jp）へ。

弘前で就職しませんか

　弘前へのUJI ターンに向けたイ
ベントを開催します。首都圏に知り
合いがいる人は、周知のご協力をお
願いします。
▽とき　11 月５日（日）、午後１

科学部地域未来創生センター（☎
39・3198）

ヒロロスクエアのイベント

【2017 きものの日～時代（とき）
をつなぐきものショー～】
　子どもから大人まで楽しめる「き
ものショー」です。
▽とき　11月11日（土）、
午後２時～（午後１時半開場）
※ 10 月 25 日まで「きも
のショー」の出演者も募
集しています。詳しくは
青森わごころの会ホーム
ペ ー ジ（http://aomori-
wagokoronokai.jimdo.
com/）をご覧になるか、Ｅメー
ル（aomori_wagokoro@yahoo.
co.jp）で問い合わせを。

【講演会ブックトーク「女たちのサ
バイバル作戦！」～日本の女たちは
生きやすくなったのか～】
▽とき　11月 12日（日）
　　　　午後2時～ 4時
▽講師　上野千鶴子さん（社会学者、
ウィメンズアクションネットワーク
理事長）
▽定員　200人（先着順）
～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）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員会
事務局（☎35・0154）

弘前医療福祉大学 公開講座

◎救急救命士の視点からみる地域防
災とファーストエイド
▽とき　10月 28日（土）
　　　　午前９時半～11時半
▽ところ　弘前医療福祉大学（小比
内３丁目）短期大学部共用棟
▽講師　中川貴仁さん（救急救命学
科助教）
◎自動車運転再開に対するリハビリ
テーションの支援
▽とき　11月 11日（土）
　　　　午前９時半～11時半
▽ところ　弘前医療福祉大学（小比

内３丁目）大学棟Ⅰ
▽講師　成田句生さん（医療技術学
科講師）
～共通事項～
▽受講料　無料
■問電話かファクスで、弘前医療福祉
大学公開講座委員（☎ 27・1001、
■Ｆ 27・1023）へ。

弘前大学人文社会科学部
国際公開講座 2017

「日本を知り、世界を知る」

▽とき　11月３日（金・祝）
　　　　午前10時～午後４時半
▽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
▽内容　①講演「谷崎潤一郎の作品
と検閲」…講師・尾崎名津子さん
（弘前大学人文社会科学部講師）、②
講演「ベースボールから読み解く
ニューヨークの移民文化」…講師・
南修平さん（同大学准教授）、③講
演「長城の政治学－明代中国・薊州
鎮の場合－」…講師・荷見守義さん
（同大学教授）、④講演「東北におけ
るオシラ神信仰と潜在的な宗教者」
…講師・山田嚴子さん（同大学教授）、
⑤特別講演「韓日の説話から見た文
化の越境」…講師・文明載さん（韓
国外国語大学校教授）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。詳しくは
問い合わせを。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（古川さん・渡辺さん、
☎39・3198、■Ｅ irrc@hirosaki-u.
ac.jp、平日の午前10時15分～午
後５時）

文学散歩「石坂洋次郎
ゆかりの地を訪ねて」
  石坂洋次郎ゆかりの地を巡り、石
坂の人と文学について理解を深めて
みませんか。
▽とき　11 月３日（金・祝）、午
前10時～正午（午前９時半集合）
▽集合　郷土文学館（下白銀町）
▽講師　斎藤三千政さん（郷土文学
研究家）
▽参加料　無料（郷土文学館見学の
場合は、別途入館料が必要）
▽定員　30人（先着順）

▽持ち物　飲み物、雨具、歩きやす
い服装
※小雨決行。
■問 10 月 31 日までに、郷土文学館
（☎37・5505）へ。

フジ棚剪定（せんてい）講習会

▽とき　11月３日（金・祝）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手、剪定ばさみ（多少
は用意します）
■問 10 月 20 日～ 27 日に、清水交
流センター（☎ 87・6611〈月曜
日と祝日の翌日は休み〉）へ。

市民健康クッキング講座 

▽とき　11 月８日、12 月 13 日、
平成 30年１月 10日
※時間はいずれも午前 9時半～午
後１時。
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階栄養指導室
▽内容　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　全３回コースに参加できる
市民＝15人
▽参加料　無料　
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽申し込み方法　10月 27日（必着）
までに、往復はがき（住所、氏名、年齢、
電話番号を記入）で、健康づくり推
進課（〒 036・8711、野田２丁目
７の１、健康づくり総合推進担当 ｢
市民健康クッキング講座」宛て）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問 健 康 づ く り 推 進 課（ ☎ 37・
3750）

 教室・講座
 

 

 

　ドラム缶から作られるスティールパンの小型版を製作
し、演奏の練習をして、コンサートで演奏しませんか。コ
ンサートはどなたでも観覧できます。

【ワークショップ】
▽日程と内容　楽器製作＝ 11月 11日、午前９時～午後
５時／演奏練習・コンサート＝ 11月 12日、午前９時～
午後７時
▽対象　小学校４年生以上の市民＝20人（先着順、小学
生は保護者同伴）
▽参加料　1,000円（材料費として、当日徴収）
▽申し込み方法　11月４日までに、電話かファクスまた
はＥメール（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）で、申

し込みください。
【コンサート】
▽とき　11月 12日（日）、午後５時～
▽出演　山口悦郎さん（スティールパン製作家）、菅井肇
さん（プロパノータ製作家）、冨田晃さん（弘前大学教育
学部教員）、弘前大学スティールパン部、ワークショップ
受講生ほか
※入場料は無料。事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田1丁目）２階大ホール
■問 中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ 33・4490、■Ｅ 
chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

スティールパン・ワークショップ
～つくって、たたいて、楽しもう！～

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,310人　   （－      56）
　 男　　  79,940人　   （－              20）
　 女　　  94,370人　   （－              36）
・世帯数　 71,725世帯   （+               26）
平成 29年 9月１日現在（推計）
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▽対象　①高校生以上＝ 20人、②
高校生以上＝ 20人、③保育施設の
給食担当者＝30人
～共通事項～
▽受講料　無料
※応募多数の場合は、抽選で決定。
■問申し込みは、東北女子短期大学
公開講座係（〒036・8503、上瓦
ケ 町 25、 ☎ 32・6151、 ■Ｆ 32・
6153、■Ｅ tibunken@toutan.ac.jp、
■Ｈ http://www.toutan.ac.jp ）へ。

秋の火災予防運動

「火の用心　ことばを形に　習慣に」
（平成 29 年度統一標語）
　10 月 16 日～ 22 日の１週間、
県下一斉に「秋の火災予防運動」を
実施します。この季節は、火を取り
扱う機会が多くなります。暖房器具
の点検を済ませておいてください。
　住宅用火災警報器をまだ取り付け
ていない人は早めの設置をお願いし
ます。また、家族みんなで避難方法
や消火器の位置などをもう一度確認
し、次の「住宅防火　いのちを守る
　７つのポイント」を実行し、自分
の家は自分で守るよう心掛けてくだ
さい。
【ポイント】
①寝たばこは絶対やめる／②ストー
ブは燃えやすいものから離れた位置
で使用する／③ガスコンロなどのそ
ばを離れるときは、必ず火を消す／
④逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する／⑤寝具、衣類
およびカーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎品を使用する／⑥火災を
小さいうちに消すために、住宅用消
火器などを設置する／⑦お年寄りや
身体の不自由な人を守るために、隣
近所の協力体制をつくる
■問消防本部予防課（☎ 32・5104）
または、最寄りの消防署・分署へ。

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～　
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、10月をパトロール強化月間と

し、全国一斉パトロールを実施しま
す。当市でも、建設リサイクル法が
遵守されているか、関係機関と合同
で工事現場を中心にパトロールしま
す。係員が工事現場に立ち入るとき
は、ご協力をお願いします。
▽実施期間　10月下旬
■問建築指導課（☎40・7053）

灯油などの流出事故にご注意を

　例年冬期になると、家庭や事業所
から灯油などを流出させる事故が多
く発生しています。油流出事故が発
生すると、側溝や水路を通じ、河川
に流れ出ることもあります。河川は
水道用水などに利用されていますの
で、下流域全体に影響を及ぼし、川
の生き物にも悪影響を与えます。ま
た、事故の処理にかかった費用は、
原因者が負担する場合もありますの
で、事故を未然に防ぐためにも、次
のことを心掛けましょう。
①燃料タンクからポリタンクなどに
小分けにするときは、最後までその
場を離れない。／②燃料タンクの配
管を除雪機などで傷つけないよう、
積雪時でも配管の位置が分かるよう
に目印を付ける。／③燃料の減り具
合が早いときや、燃料タンクの周囲
で油のにおいがするときは、油が漏
れていないか調べる。／④燃料タン
クの周りに防油堤を設ける。
　万が一、油が漏
れても、決して中
和剤や洗剤などは
使わずに、速やか
にご連絡ください。
■問環境管理課環境保全係（町田字筒
井、☎ 36・0677）／消防本部予
防課（☎ 32・5104）／県土整備
部河川砂防課企画・防災グループ（☎
青 017・734・9662）／中南地
域県民局地域整備部河川砂防施設課
（☎34・1283）

下水道の処理区域が
広がります
　公共下水道の処理区域が、11月
１日から広がります。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

布ぞうり作り教室 

▽とき　11月 11日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　中学生以上＝20人
▽参加料　無料
▽持ち物　フェースタオル４枚、手
ぬぐい２枚（どちらも使い古しのも
の）、昼食
※初参加の人を優先。作業しやすく
汚れても良い服装でおいでを。
■問 10 月 29 日から、弘前地区環
境整備センタープラザ棟（☎36・
3388、受付時間は午前９時～午後４
時、月曜日は休み）へ。

秋の陶芸体験教室

▽とき　11月11日、12月2日の
午前9時～11時半
▽ところ　裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）体験学習室
▽内容　手ろくろによる器の成形と
色付け
▽対象　両日参
加できる人＝ 10
人（先着順）
▽参 加 料　500
円（材料費を含
む）
▽講師　神恭彦
さん
▽持ち物　ふきん（雑巾）1～２枚
程度、汚れても良い服装
■問 11月 5日までに、裾野地区体育
文化交流センター（☎ 99・7072、
月曜日は休み）へ。

東北女子短期大学 公開講座

▽日程と内容　①11月 11日、午
前10時～ 11時＝「絵本好き　集
まれ～ !!～お気に入り絵本を紹介し
ましょう～」／②11月25日、12
月９日、午前９時半～正午＝『「つま
み細工」剣つまみをしてみませんか』
／③12月９日、午前10時～午後
１時＝「離乳食の基本と応用（１）
～家庭で活かせるアドバイス～」
▽ところ　東北女子短期大学（上瓦
ケ町）

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ください。
▽対象区域　石川字大仏下、石川字
岸田、石渡３丁目、浜の町北２丁目
の各一部
■問上下水道部総務課給排水係（☎
55・6895）

平成30年度 市民会館などの
会場使用受け付け
　一つの催しを１件とし、電話での
仮受け付けはできません。申し込み
の際は、催しの名称・内容などを明
確にしておいてください。また、一
般受け付けは、仮申し込み対象外の
会場も含みます。
　なお、公共団体などの行事が予定
されている日は使用できません。
【市民会館（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け　11月４
日～ 19 日の午前９時～午後５時
（大ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12 月
13 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　12 月 14 日の午
前９時から先着順で、窓口または電
話で受け付け
■問市民会館（☎ 32・3374、第３
月曜日は休み）
【弘前文化センター（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け　11月６
日～ 17 日の午前９時～午後５時
（ホール、大会議室、美術展示室のみ）
※希望が重複した場合は、12 月
11 日の午前 10時から同センター
で抽選を行います。
○一般受け付け　12 月 12 日の午
前９時から先着順で、窓口または電
話で受け付け
■問弘前文化センター（☎33・6571、
第３火曜日は休み）
【百石町展示館】
○仮申し込みの受け付け　11月１
日～ 15日の午前９時～午後５時
※希望が重複した場合は、11 月
28 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　11 月 28 日の午
後３時から先着順で受け付け（12
月５日からは電話でも受け付け可）
■問百石町展示館（☎31・7600）
【市民文化交流館（駅前町）】
○仮申し込みの受け付け　11月４

日～ 19日の午前８時半～午後９時
（ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12月３
日の午前 10時から同館で抽選を行
います。
○一般受け付け　平成 30年１月１
日の午前８時半から先着順で、窓口
または電話で受け付け
■問市民文化交流館（☎35・0154）

2017 岩木文化祭出店者
・参加者募集
▽とき　11 月 25 日の午前 10 時
～午後３時、26日の午前９時～午
後３時
▽ところ　中央公民館岩木館、岩木
文化センター「あそべーる」（いず
れも賀田１丁目）
【ふろしき市…25 日・26 日】
　ふろしき１枚分（2.5㎡程度）の
フリーマーケット。１人１区画で、
先着順（20区画）です。
▽ところ　岩木文化センターホワイ
エ（屋内）
▽出店料　１日300円
【作品展示…25 日・26 日】
　絵画、書道、手芸などなんでも
OK! 皆さんの趣味の発表の場です。
▽作品搬入　11 月 22 日の午前９
時～24日の午後５時
【芸能発表…26 日の午前９時～午
後３時】
　歌や踊り、楽器演奏などジャンル
は問いません。10分以内で発表で
きるものを募集します。
■問 10月 19日～ 27日に、電話で、
岩木文化祭運営委員会（中央公民館
岩木館内、☎ 82・3214〈午前９
時～午後５時〉）へ。

追手門広場フリースタイル
マーケット in クリスマス
出店者募集

▽と き　11月 26日、12月３日・
11 日・17 日の午前 10 時～午後
３時
▽募集コマ数　計 13コマ（市立観

光館１階多目的ホール）
▽出店料　3,000 円
▽応募方法　往復はがきか Eメー
ル（住所、氏名、電話番号、会員番
号〈会員のみ〉、出店希望日を記入）
で、申し込みを。
▽応募期間　10 月 15 日～ 11 月
５日（消印有効）
※出店希望日は、複数日を希望でき
ます。原則１日に出店できるのは１
コマのみ。ただし、出店受付時にコ
マの空きがあれ
ば、２コマまで
出店可能。メー
ルで申し込み
後、数日過ぎて
も連絡がない場
合は、問い合わせを。
■問 市立観光館（〒 036・8588、
下白銀町２の１〈フリースタイル
マーケット係〉、☎ 37・5501、■Ｅ
event@jomon.ne.jp）

 その他
  

 

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
11／5 宮園耳鼻科クリニック

（宮園５）
☎39・1133

19 成田眼科クリニック（森
町）

☎35・5155

26 なんば耳鼻咽喉科（高田
５）

☎55・8749

歯　科
11／3 よりみつ歯科クリニック

（南城西２）
☎88・6402

５ さくらデンタルクリニッ
ク（城東北３）

☎26・1188

12 三和歯科クリニック（中
野４）

☎87・7070

19 松野歯科医院（上瓦ケ町）☎37・8148
23 関歯科医院（和泉１） ☎26・2789
26 浜の町歯科クリニック

（浜の町東３）
☎37・3566

内　科
11／5 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
12 さがらクリニック（桔梗

野１）
☎37・2070

19 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

26 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
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名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

労働相談会

10月22日（日）、午後１
時半～４時

ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室 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）

青森県労働委員会事務局
（☎青森017・734・9832）11月７日（火）、午後１時

半～３時半
青森県労働委員会
（青森市長島２丁目）

空き家の相談会 in
食と産業まつり

10 月28日・29日の午後
１時～５時

克雪トレーニングセ
ンター（豊田2丁目）

空き家などの適正管理・有効活用に向けた相談
／空き家などの相続・成年後見制度に関する相
談（当日も受け付けますが、事前の予約を優先
します）／空き家に関する支援制度の説明

弘前市空き家・空き地バンク協議
会事務局
（建築指導課内、☎40・0522）

くらしとお金の
安心相談会

11月１日（水）、午前10
時～午後４時

ヒロロ（駅前町）３
階市民生活センター

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

11月 1日・８日・16日・
22日・26日・30日の
午前 10時～ 11時、午後
２時～３時（22日は午後
６時～７時も受け付け）

収納課（市役所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

11月４日・18日の午後１
時～４時（時間指定不可）

ヒロロ（駅前町）３
階健康広場相談室

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）

 各種無料相談

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名・⑭は生年月日と性別を記入の上、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…全６回参加の場合は 2,500 円。
※４…キャンセルによる返金は不可。
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。持ち物は問い合わせを。各自傷害保険に加入を。

教室名 とき ところ 内容 定員・対象 参加料 問い合わせ・申込先

①秋のカヌー体験
in 弘前公園

10月 22 日・28 日・29 日、
11 月 4 日・5 日の午前 10
時～正午

弘前公園
西濠（ボ
ート乗り
場）

初心者＝指導者と乗船
し、紅葉を眺めて楽し
む／経験者＝自由散策

小学生以上の市
民＝初心者各５
人、経験者各４
人

1回
500円

弘前B&G海洋センター（☎ 33・
4545、火曜日は休み）へ。

②無料子供空手体
験会

ちびっ子クラス（４歳～６歳）
＝ 10月 26 日（木）の午後
４時～４時 40分、小学生ク
ラス＝午後５時～６時

弘前B&G
海洋セン
ター（八幡
町１丁目）

空手の基本、礼儀作法 無料
10月25日までに、新極真会青森支部
（鳴海さん、☎携帯080・6007・
4798、■E　aomori_narumi@yahoo.
co.jp）へ。

③居合道・杖道体
験教室

10月 29日（日）、午後１時
～３時

勤労青少年
ホーム（五
十石町）

居合・杖を通して武道
の動きを学習 市民 無料

開催日の前日までに、弘前剣道連盟居
合道・杖道部事務局（木村さん、☎携
帯 090・5832・3694）へ。

④初級者・中級者
バドミントン教室

初心者＝11月１日～12月13
日の毎週水曜日、午後１時～３
時／中級者＝11月７日～12
月19日の毎週火曜日、午後１
時～３時

岩木Ｂ＆
Ｇ海洋セ
ンター（兼
平字猿沢）

初心者＝ラケットの握
り方、ゲーム／中級者
＝ゲーム戦略法など

市民＝各回20
人 無料 10月25日（必着）までに、岩木Ｂ

＆Ｇ海洋センター（兼平字猿沢32
の11、☎82・5700）へ。
（※１）（※２）⑤ラージボール卓

球で体力づくり（初
心者向け）

11月 10日～ 12月 15日の
毎週金曜日、午前 10時～
11時半

ラケットの握り方から
ゲームまで 市民＝15人 無料

⑥やさしいヨガ教
室

11月２日～ 12月７日の毎
週木曜日、午後７時～８時

温水プー
ル石川（小
金崎字村
元）研修室

リフレッシュをねらい
としたヨガ

市民＝各回 15
人

１回
500円
（※３）

温水プール石川（☎49・7081）

⑦ 2017ラストコ
ールゴルフコンペ

11月５日（日）、午前８時半
～

岩木川市民
ゴルフ場
（清野袋２
丁目）

18ホールズストロー
クプレイダブルペリア
方式での競技

市民＝28人（７
組）

3,500 円
（昼食代含
む）

10月 31日までに、岩木川市民ゴル
フ場（☎兼■Ｆ36・7855）へ。

⑧笑顔で脳トレ健
康体操教室

11月６日～平成30年３月
19日の毎週月曜日（全16
回）、午前10時～11時

弘前B&G
海洋セン
ター（八幡
町１丁目）
武道館

軽いストレッチ体操 市民＝40人
4,000 円
（分割払
可）

開催日の前日までに、弘前B&G海洋
センター（☎ 33・4545、毎週火曜
日は休み）へ。

⑨克トレ ウオーキ
ング教室 Vol.1

11月６日～12月18日の毎
週月曜日、午前10時～正午

克雪トレー
ニングセン
ター（豊田
２丁目）主
練習場

ウオーキングの基礎、
簡単な筋力トレーニン
グなど

市民＝20人（先
着順）

2,000 円
（※４）

10月 30日までに、克雪トレーニン
グセンター（☎ 27・3274）へ。

⑩水泳教室（平泳）11月６日～12月11日の毎週月曜日、午後１時～２時
温水プー
ル石川
（小金崎字
村元）

初心者向けの平泳基本
泳法

市民＝10人（平
泳初心者） 無料 10月 27日（必着）までに、温水プ

ール石川（〒 036・8123、小金崎字
村元 125、☎ 49・7081）へ。
（※１）（※２）⑪水泳教室（バタ

フライ）
11月８日～12月13日の毎
週水曜日、午後１時～２時 バタフライ基本泳法

市民＝15人（ク
ロールで25メ
ートル泳げる人）

無料

⑫プールで体力づ
くり教室

11月 22日～ 12月 20日の
毎週水曜日、午前 10時～
11時

水中での体操、ウオー
キング、ストレッチや
簡単な筋力トレーニン
グ、ゲーム

市民＝20人 無料
10月 28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）

⑬プールで筋トレ・
脳トレ水中ウオー
キング教室

11月７日～28日の毎週火・
金曜日（21日を除く）、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、バランス力
を高めるトレーニング、
脳トレ・筋トレ

市民＝15人 無料
10月 28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）

⑭幼児体操教室 11月７日～ 12月 19日の
毎週火曜日、午後３時～４時

ヒロロ（駅
前町）３
階健康ホ
ール

ゲーム性を持たせた体
力づくり。トランポリ
ン、平均台などを使用
した運動

４歳～５歳＝
20人 無料

10月25日（必着）までに、市民体育
館（〒036・8362、五十石町7）、☎
36・2515）へ。
（※１）（※２）

⑮産後のストレッ
チ教室

11 月７日～ 28 日の毎週火
曜日、午後２時 15分～３時
15分

金属町体
育センタ
ー集会室

親子で楽しくストレッ
チや簡単な筋力トレニ
ーング

生後６カ月～
12カ月乳幼児
と母親=５組
程度

無料
10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）

⑯武術の講習会

①韓氏意挙養生功講習会＝
11月 10日の午後６時半～
／②韓氏意挙初級講習会＝
11月 11日の午後１時 15
分～／③剣体研究会講習会＝
11月 11日の午後４時～

市内
※詳しく
は、問い
合わせを。

①②＝中国武術「韓氏
意挙」を学ぶ／③木刀
などを使った武術の自
然な動きを学ぶ

①③＝
4,000 円、
②＝
5,000 円

日本韓氏意挙学会青森分館（櫻庭さ
ん、☎携帯090・7065・9076）

⑰弓道教室
11月 20日～平成 30年２
月 15日の毎週月・木曜日、
午前 10時～正午

青森県武
道館（豊田
２丁目）近
的弓道場

弓道の基本動作など 大学生以上＝
10人（先着順）

1,850円
（保険料と
して）

11月 11日までに、青森県武道館（☎
26・2200）へ。

 各種スポーツ・体操教室 
※募集枠数を超える応募があった場
合は、市内に主たる事業所を有する
掲載希望者を優先し、抽選で決定し
ます。詳しくは問い合わせを。
▽掲載料　5,000円
■問 11 月 15日までに、生涯学習課
（☎82・1641）へ。

泉佐野市農業祭 出展者募集

　自身で生産した農産物や加工品を
販売し、弘前市をPRしてくれる人
を募集します。出展にかかる経費に
は「弘前市地元農産物加工支援事業
費補助金」が活用できます。
▽とき　12月２日（土）
▽ところ　大阪府泉佐野市内
■問 10 月 27日までに、農業政策課
（☎40・7102）へ。

旧紺屋町消防屯所を
活用しませんか
　地域振興・文化振興を主な目的と
したイベント・催事に旧紺屋町消防
屯所（紺屋町）を活用しませんか。
▽申請受付期間　平成30年２月28
日まで
▽利用可能期間　平成30年３月15
日まで
※この期間内でも、一部使用できな
い日があります。
▽使用料（１日あたり）　約 4,300
円（時間貸しは不可）
▽利用可能単位　1日間～
▽その他　上記使用料のほか光熱水
費（実費）がかかります。

▽主な施設　和室（6畳）、集会室
（12.5 畳）、旧派出所部分（コンク
リート床）、旧消防機械置場（コン
クリート床）、洋式トイレ（１カ所）、
流し台（1台）、駐車場なし
※利用希望の場合、事前に問い合わ
せを。
■問商工政策課物産振興担当（☎
35・1135）

ツキノワグマに注意！

　行楽の秋には、山へ入る機会が多
くなりますが、ツキノワグマ被害に
遭わないよう次の点に注意しましょ
う。また、11月 30日まで、「ツキ
ノワグマ出没注意報」が発表されて
います。市や県のホームページなど
で、クマ出没情報の収集に気を配り、
安易に近づかないよう気を付けてく
ださい。
【クマ被害に遭わないために】
　クマが活発に活動する早朝や夕方
は山に入らないようにする。／山に
入るときはなるべく複数人で、笛や
鈴、ラジオなど音を出しながら歩く。
／クマの出没があった場所には近づ
かない（看板が設置されています）。
【クマに遭遇してしまったら…】
　クマは逃げるものを追いかける習
性があるとされているため、静かに
後退してその場を立ち去る。／石を
投げたり、大声を上げるなどクマを
刺激しないようにする。／たとえ子
グマでも絶対に近づかないこと（子
グマの近くには親グマがいるため）。
■問農業政策課農産係（☎40・7102）

旅券事務嘱託員
（非常勤職員）募集
▽雇用期間　12 月１日～平成 30
年３月 31日（更新あり）
▽勤務場所　ヒロロ（駅前町）３階
総合行政窓口
▽勤務時間　午前８時半～午後５時
半のうち実働６時間（週30時間）
▽業務内容　一般旅券（パスポート）
発給申請書の受理および一般旅券の
申請者への交付など
▽募集人員　１人
▽休日　土・日曜日、祝日、年末年
始
▽選考方法　書類選考、個人面接
▽申し込み方法　11月６日までに、
市販の履歴書に必要事項を記入し郵
送か持参で、市民課（市役所１階）へ。
※募集要項は市民課で配布している
ほか、市ホームページにも掲載して
います。
■問市民課受付係（〒 036･8551、
上白銀町１の１、☎35・1113）

弘前市成人式プログラムへ
有料広告を掲載しませんか
  弘前市成人式プログラムに掲載す
る有料広告を募集しています。一定
の条件がありますので、市ホーム
ページでご確認ください。
▽配布日　平成30年１月７日（日）
▽配布予定枚数　1,500枚
▽掲載規格など　８枠（縦 45㎜以
内×横85㎜以内）
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だより “津軽”の話題満載

　４つのりんご園で観光りんご園を開催します。箱詰めり
んご（５kg、10kg）の販売（500円／kg）や宅配便で
の発送もできます。「もぎたてのりんご」にかぶりついて
みませんか？
▽とき　９月６日～11月中旬
※開園時間は各りんご園にお問い合わせください。
▽入園料　１人500円（りんご３個付き）
■問い合わせ先　山田薫園（☎47・6563または☎携
帯 080・5572・8244）、山田梅雄園（☎ 48・3717
または☎携帯 090・2028・
5947）、原子一行園（☎48・
3707 ま たは☎携帯 090・
8922・6203）、山田敏彦園
（☎48・3751または☎携帯
090・2026・0666）

大鰐観光りんご園
大鰐町

市
町
村
イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー

11
月

18 日・19日 黒石りんごまつり りんごの即売会やふるさと物産展の他、三味線演奏など多数のイベ
ントを開催します

同実行委員会事務局
（☎ 52・2111）

18日・19日 収穫感謝祭＆シクラメン市 シクラメンなど、約 5,000 鉢の花々を展示販売！そのほかたくさ
んのイベントが目白押しです

田舎館村企画観光課
（☎58・2111）

19日 第47回西目屋村民文化祭 村民による芸能発表や作品展、各種体験コーナーも開催されます 西目屋村教育委員会
（☎ 85・2858）

23日 食＆農フェスタ２０１7 板柳町産のりんごやお米など、良質な農産物を堪能できる催しが盛
りだくさん

板柳町産業振興課
（☎ 73・2111）

25日・26日 第44回町民祭（板柳町） 町民の活動や成果を披露。農産物などの即売会や各種体験コーナー
もあります

板柳町総務課
（☎ 73・2111）

25日 アップルフェアin鰐come 大鰐農家による農産物の販売と、そのほかアトラクションを用意し
ています

同実行委員会事務局
（ＪＡつがる弘前大鰐購買センター、
☎ 48・3164）

11月下旬～２
月上旬（予定）

ひらかわイルミネーション
プロムナード

平賀駅前通りをイルミネーションが彩ります。幻想的な雰囲気をお
楽しみください。

平川市経済部商工観光課
（☎ 44・1111）

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。

10
月

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先

14 日～
11月７日

中野もみじ山ライトアップ
「光のファンタジー」

紅葉の景勝地「中野もみじ山」の夜を色とりどりのムービン
グライトが彩ります

黒石市商工観光課
（☎ 52・2111）

20日～
11月 12日

弘前城菊と紅葉まつり 今年は舞台背景にねぷた絵を採用し、初めて「ねぷたと菊人
形」のコラボを実施

弘前市立観光館
（☎ 37・5501）

21日・22日 全国伝統こけし工人フェス
ティバル（黒石市）

全国の伝統こけし工人が一堂に集結。特徴ある全国各地のこ
けしの展示即売会を行います

津軽こけし館
（☎ 54・8181）

21日・22日 白神山地ビジターセンター
ふれあいデー

大型映像で見る特別映像上映や体験コーナー、グルメなどさ
まざまな催しが行われます

白神山地ビジターセンター
（☎ 85・2810）

21日～
11月５日

金平成園 秋の一般公開 かつて津軽地方を風靡（ふうび）した大石武学流。その作風
を伝える貴重な庭園が一般公開されます

黒石市文化スポーツ課
（☎ 52・2111）

27日～29日 津軽の食と産業まつり（弘
前市）

津軽の食と産業をテーマに地元生産品などを紹介。野外テン
ト村や催しも多数

同運営協議会事務局
（☎ 33・4111）

29日 ひらかわハロウィン 平賀駅前通りを中心に老若男女が楽しめるハロウィンイベン
トを開催します

平川市経済部商工観光課
（☎ 44・1111）

29日 弘南鉄道キャラ電の日 弘南鉄道車両基地見学、クイズ大会、宝探しゲームなどを行
います

弘南鉄道
（☎44・3136）

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

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

町民力の結集！第５回ふじさき秋まつり
藤崎町

　藤崎町の二大特産品である「米」と「りんご」の収穫
感謝祭、「ふじさき秋まつり」が開催されます。
　「ふじ」のりんごを使った「ジャンボアップルパイ」
作りや青森県の特Ａ米「青天の霹

へきれき
靂」を使った日本一の

「ジャンボおにぎり」作りのほか、文化芸能発表会や健
康コーナー、農産物直売コーナーや出店なども充実して
いますので、皆さんぜひおいでください。
▽とき　11月 18日（土）・19日（日）の午前９時半
～午後３時（予定）
▽ところ　スポーツプラザ藤
崎、藤崎町文化センター、藤崎
町役場駐車場など
■問い合わせ先　ふじさき秋ま
つり実行委員会事務局（藤崎町
企画財政課内、☎88・8258）

青天の霹靂を使った
「ジャンボおにぎり」 赤々と実る大鰐産りんご


