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　地域活動やボランティア活動中の思わぬ事故をサ
ポートする事前申し込み不要の弘前市市民活動保険制
度を実施しています。活動中に事故などがあった場合
にはお問い合わせください。
▽対象　市内に活動の本拠地を置く市民活動団体が計
画する活動に参加するボランティア、スタッフ、指導
者など
▽補償内容　
○傷害保険…活動者自身が活動中に事故でけがをした
とき（事故発生から 180 日以内の死亡、後遺障害、
入院、通院に限る）／入院＝１日 3,000 円、通院＝

１日 2,000 円（90 日を限度）、死亡＝ 500 万円、
後遺障害＝15万円～ 500万円
○賠償保険…活動者または活動団体が過失により、他
人にけがをさせたり、他人のものを壊して、その人から
損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う場合／
対人賠償=1人最大１億円、１事故最大２億円／対物賠償
＝１事故最大１億円／保管物賠償＝１事故最大 300
万円（現金・証券・美術品などは対象外）
▽その他　保険金の請求には、日ごろの具体的な活動
内容や事故の状況などの書面の提出が必要です。
■問い合わせ先　市民協働政策課（☎40・7108）

弘前市市民活動保険制度地域活動などを
している皆さんへ

　65歳以上の希望する人に、はり・きゅう・マッサー
ジの受療券を交付し、施術料を助成しています。なお、
受療券は市指定の施術所のみで使用でき、助成対象は
医療保険適用外の施術に限ります。
▽申請期間　平成30年３月 31日まで
▽受付時間　午前８時半～午後５時（即日交付）
▽交付枚数　申請時期により、交付枚数が異なります
12月申請＝４枚／１月～２月申請＝３枚／３月申請
＝２枚
▽助成金額　１枚につき500円

▽申請・交付場所　介護福
祉課（市役所１階）／岩
木総合支所民生課（賀田
１丁目）／相馬総合支所
民生課（五所字野沢）
▽申請・交付に必要なも
の　住所・年齢が分か
るもの（保険証や免許
証など）、印鑑
■問い合わせ先　介護福祉課（☎40・7072）

高齢者はり・きゅう・マッサージ
受療券の交付

希望者は
申請を
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 　今回の起点は、茂森町から禅林街へ向かう交差点角の茂森町
広場。ここから禅林街へ進むと道が折れる①『桝形』とその両
側には高さ約５ｍの②『土塁』が見え、国史跡の弘前城の惣構
である長勝寺構の跡を見ることができます。さらに進むと市指
定の③『黒門』、ベンガラ塗りの④『栄螺（さざえ）堂』があ
り、禅林街の正面奥には⑤『長勝寺』がみえます。国指定の三
門をくぐり、正面の本堂に向って左側の蒼龍窟（そうりゅうく
つ）には、明治の神仏分離により百沢寺大堂（現在の岩木山神
社拝殿）などから移された県重宝三尊仏及びその厨子堂（ずし
どう）とともに五百羅漢像が整然と並び、優れた彫技と歴史を
感じさせてくれます。次に下町へ向かうと、茜町には県指定の
⑥『熊野宮本殿』や、新町の⑦『誓願寺』には、国指定の山門
のほか、市指定の聖観音石像と図像板碑があります。
　約 370年前の「弘前城の絵図」（市立博物館で展示）には、
現在は無いものの、南溜池（現在の南塘グラウンド）から長勝
寺構へ続く土塁とともに新町の西側にも土塁が描かれ、当時の
城下町弘前の様子が分かり、探検してみたくなります。

文化財のまち 弘前 de ぶらぶら

第２回  茂森・下町界隈

茂森・下町界隈

●⑤

※「弘前の文化財」（600円）より抜粋。見学には、所有者の許可・料金が必要な場合があります。
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弘前大学教育学部附属
特別支援学校「造形作品展」
▽とき　１月 13日～ 15日の午前
11時～午後７時（最終日は午後５
時まで）
▽ところ　スペースデネガ（上瓦ケ
町）　
▽内容　「ひとのかたち－人・ひと・
ヒト－」をテーマとしたモノプリン
ト作品などの展示
▽入場料　無料
■問弘前大学教育学部附属特別支援学
校（☎36・5011）

地域未来創生センター
フォーラム
【自然栽培法がもたらす付加価値に
ついて－販売・加工の側面から－】
▽とき　１月20 日（土）
　　　　午後２時～６時
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館（文京町）岩木ホール
▽内容　自然栽培の農産物や加工品
販売に取り組む経営者による講演な
ど
▽対象　自然栽培に関心のある人＝
100人
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（黄さん・古川さん、
☎ 39・3198、平日の午前 10 時
15 分～午後５時）

弥生いこいの広場　
写生大会入賞作品展
　市内の小学生
を対象に開催し
た写生大会の入
賞作品を展示し
ます。
▽とき　1月４日～ 11日
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階
▽観覧料　無料
■問市みどりの協会（☎33・8733）

市民会館大ホールで
スタインウェイを
弾いてみよう

　「スタインウェイD-274」と、「ス
タインウェイメモリアル」の 2台
のピアノをコンサートと同様の照明
の中、大ホールのステージで弾いて
みませんか。
▽とき　１月 12 日の午前 10 時
～午後６時、13 日の午前９時～
午後６時、14 日の午前９時～午
後５時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽料金　30 分＝ 3,000 円、60 分
＝ 5,000 円（完全予約制。先着順。
高校生以下は保護者の立ち合いが必
要）
▽ 申 し 込 み 方 法　 市 民 会 館
ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
c i ty.h i ro sak i . aomor i . j p /
shiminkaikan/）から申込用紙を
ダウンロードし、ファクスかEメー
ルで申し込みを。
▽受け付け開始　12 月 16 日の午
前 10時から
■問市民会館（☎ 32・3374、第 3
月曜日は休み、月曜日が祝日の場合
は翌日が休み）へ。

ヒロロスクエアの催し
【ヒロロスクエア☆クリスマスフェ
スティバル】　
▽とき　12月 23日（土・祝）
　　　　午前11時～午後３時
▽内容　①物作り体験ブース（こぎ
ん、アイシングクッキー、ネイルほ
か）／②手作り雑貨の展示・販売／
③ステージイベント（ダンス、生ラ
イブ、劇）
※事前の申し込みは不要。対象や参
加料など、詳しくは、ヒロロスクエ
アホームページの「イベントカレン
ダー」をご覧ください。
【ヒロロだよ！全員集合！ 冬の陣】
　９種類の遊びのコーナーで体を動
かそう！（参加賞あり）
▽とき　１月６日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽参加料　1人 100円
【ロボ木ー（ろぼきー）をつくろう！】
▽とき　１月７日（日）の午前 10
時半～正午（受け付けは午前 10時
～）
▽内容　国産の木材
を使ったエコ・ロ
ボット作り
▽対象　小学生とそ
の保護者＝50組
▽参加料　子ども１
人につき500円（当
日徴収）
▽申し込み方法　12 月 27 日まで
に、参加者全員の住所・氏名・電話
番号・学年を記入の上、①電話か
ファクスで、ヒロロスクエア賑わい
創出委員会事務局または、②Ｅメー
ルで、弘前こどもコミュニティ・ぴー
ぷる（peple-office@major.ocn.
ne.jp）へ。
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）3階イ
ベントスペース
■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〉、■Ｆ 35・0187）
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「弘前市長
　　新春に語る」

周波数は
78.8MHz  
ＦＭアップルウェーブ

新春特別番組

■とき　１月１日（月）、正午～

 


