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【今号の表紙】

　　　　若くして職人の道へと進み、「津軽の伝統
と技」を後世に引き継ぐ職人の皆さん。左か
ら、津軽焼職人の佐藤学さん、津軽塗職人の
小林正知さん、津軽打刃物職人の吉澤剛さん。
それぞれが考える職人の世界。今号の特集「職
人として生きる」では３人による対談を行い、
それぞれのものづくりにかける思いに迫りま
した（関連記事を4ページから掲載）。

津軽の職人

市役所に作品などを展示します

　「世界一大きな絵 2020」は、世界中
の子どもたちが描いた絵を繋ぎ合わせ、
一枚の「世界一大きな絵」を作ることを
目的とする参加型のプロジェクトです。
当市では、常盤野小中学校を代表校とし、
児童生徒全員で５m×５mの「世界一
大きな絵」を完成させることができまし
た。下記の期間公開展示しますので、ぜ
ひご覧ください。
▽とき　１月４日～31日
　　　　午前８時半～午後５時
▽ところ　市役所１階市民ギャラリー
■問い合わせ先　学校指導課（☎ 82・
1644）

「世界一大きな絵 2020」
プロジェクト弘前市

　弘前市教育フェスティバル2017で展示した
市内の学校紹介パネルの一部を再展示します。
▽とき　１月11日～ 31日
　　　　午前８時半～午後５時
▽ところ　市役所１階市民ギャラリー
※２月２日～５日にも、イオンタウン弘前樋の
口（樋の口２丁目）で展示します。
■問い合わせ先　教育政策課（☎ 82・1639）

学校紹介パネル

　東京 2020 オリンピック・パラリンピックの
機運醸成を図るため、全国を巡回しているオリン
ピックフラッグ・パラリンピックフラッグが弘前
市にもやって来ます。市内でフラッグを見られる
のは次の期間限定ですので、ぜひお越しください。
▽とき　１月５日～９日、午前８時半～午後５時
（９日は正午まで）
▽ところ　市役所１階広報スペース
▽内容　オリンピックフラッグ・パラリンピック
フラッグと大会関連パネルの展示
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎40・0583）

東京 2020 オリンピック・パラリンピック
フラッグツアーフラッグ巡回展示

Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI

Photo by Tokyo 2020 / Ryo ICHIKAWA

人の絆と幸せを
「オール弘前」で

市長　葛西 憲之

年頭にあたって

市議会議長　下山 文雄

謹賀新年

主催　東京都／東京 2020
組織委員会／ JOC／ JPC

　新年おめでとうございます。市民の皆様には、すがすが
しい新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　昨年は、常任委員等の改選が行われました。委員構成も
変わり、心機一転、今後とも市民福祉の向上と市勢発展の
ため、議会運営に努めてまいります。また、昨年は、青森
県市議会議長会の会長に就任し、本県選出国会議員との懇
談会等では、当市が抱える課題について要望し、その実現
方について理解を求めました。さらに、昨年も、全国各地
で豪雨や台風による痛ましい災害が数多く発生いたしまし
た。特に、りんご収穫期の９月に発生した台風 18号は、
りんご台風と言われた平成３年の台風 19号と進路が似て
いたため、大変心配いたしましたが、幸いにも被害が予想
よりも少なかったことから安堵したところであります。
　さて、今年は平成30年であります。元号も昭和から平
成に変わり、早いもので 30年が経ちました。「歳歳年年
人同じからず」　これは唐の詩人の言葉で、毎年毎年人の
顔ぶれが異なる。自然は変化しないのに対して、人の世は、
はかなく、変化するという意味です。毎回同じことを繰り
返しているように思えても、実際は、毎回違っており、人
も変わっていきます。また、どんどん年を取っていきます
ので、二度と戻らない時間をむだにしないようにしなけれ
ばなりません。私ども市議会といたしましても、地域経済
活性化のため、また、市民の皆様が安心して暮らせる地域
社会の実現のため、二度と戻らない時間をむだにしないよ
う、より一層、努力を重ねて参る所存であります。
　結びに、市民の皆様の一層のご支援とご協力をお願い申
し上げますとともに、新しい年が皆様にとりまして健康で
幸多い年となりますよう、心からお祈り申し上げまして、
年頭のあいさつといたします。

　あけましておめでとうございます。市民の皆様におかれ
ましては、輝かしい新春を健やかにお迎えのことと心から
お慶び申し上げます。
　さて、当市の市政を運営する上で、全ての基本となる「弘
前市経営計画」は、平成30年度から新たな計画となります。
新たな計画は、市民や各種団体との意見交換を計 48回実
施し、多くの市民および 164 の団体から生の声を取り入
れるとともに、各種データに基づく定量分析を加えた計画
となるように策定作業を進めております。新たな計画では、
重要施策のひとつとして、地域コミュニティの活性化に重
点的に取り組むこととしており、町会活動への参加や地域
での見守りなど、地域全体で支え合う環境を整え、地域に
おける人の絆を深めることが重要であると考えております。
　今年は「弘前さくらまつり」が 100周年を迎える年で
もあります。市民に愛され 100年続いている「弘前さく
らまつり」のように、温かい「地域コミュニティ」が維持
され、どこの地域でもお隣同士が声を掛け合っている、そ
んな弘前市を目指して参りたいと思っております。
　市政の原点は市民の幸せです。市民一人ひとりが幸せを
実感できるよう、市民の幸せを基点とした市政運営を更に
深めていかなければならないと考えております。
　今後も、市民、企業、行政、大学などが一体となり「オー
ル弘前」体制で「子どもたちの笑顔あふれるまち弘前」の
実現に向けた取り組みを進めて参りたいと考えております
ので、皆様のより一層のご支援とご協力をお願いいたしま
す。
　結びに、本年が希望に満ちた良き年となりますことを心
からお祈り申し上げまして、新年のごあいさつといたしま
す。
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津軽焼

職人として生きる
　弘前には長い歴史の中で生まれた数多くの伝統工芸品が存在しま
す。それらは城下町で粋に暮らす人々の手工から生まれ、長年にわた
り私たちのもとへ受け継がれてきました。
　今もなお人々に愛されるその工芸品は、先代から引き継がれた伝統
を守りつつも現在のニーズに合わせて変化を続け、次代を担う職人に
よってさらなる可能性を広げようとしています。今回は、弘前の伝統
工芸品「津軽焼」「津軽塗」「津軽打刃物」を作る３人の若手職人にそ
れぞれのものづくりにかける思いについてインタビューしました。

佐
さ と う

藤 学
がく

（34）
　りんごの木灰を材料とする「りん
ご釉（ゆう）」などによって、素朴
で独特な焼きものに仕上げる「津軽
焼」の職人となり、現在 15 年目。
父である小山陽久が築窯した津軽千
代造窯の２代目として日々技術を磨
いている。

津軽塗
津軽打刃物

特 集

小
こばやし

林 正
まさかず

知 （31）
　小林漆器の６代目。家業である津
軽塗の職を継ぎ、津軽塗業界の次代
を担う。四十数回の行程を経て出来
上がる津軽塗は本県初の国の重要無
形文化財にも指定された。

吉
よしざわ

澤 剛
ごう

（31）
　二唐刃物鍛造所の８代目。津軽藩
による作刀を命ぜられ、以来 350
年の歴史を紡ぐ二唐刃物鍛造所の鍛
冶職人として、伝統的な技能を受け
継ぐ。現在は刀匠（とうしょう）の
資格取得を目指し日々修行に励んで
いる。

44 5ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.１.１



6 7ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.１.１

――まず始めに、皆さんが今の職業
に就いたきっかけを教えてくださ
い。
小林正知（以下Ｋ）　津軽塗が家業
というのもあったんですが、すぐに
津軽塗の世界に入ったんじゃないん
ですよ。学校を卒業して最初は関東
の方で数年サラリーマンをしてまし
た。それから 26歳でこっちに戻っ
てきて家を継いだっていう感じです
ね。

吉澤剛（以下Ｙ）　僕も同じ感じで
すね。東京で営業の仕事とかしてい
たんですけど、うちの会社の会長が
亡くなったことがきっかけで家業を
継ぐために戻ってきました。
佐藤学（以下Ｓ）　僕は民間企業
で働くのがたぶん向いてないんで
（笑）。社会に出ていろんな人と交流
したり、新しいものを見たりした方
がいいという考え方もあると思う。
でも僕の場合、高校を卒業してすぐ
師匠である父がやっている津軽焼の
職を継ぎました。
Ｙ　民間の企業が向いていないって
いうのは僕たちみんな一緒かもね。
Ｓ　そうだよね。今の仕事だったら
楽しく自由にできるかなという思い
があって津軽焼職人を目指しまし
た。まあ、実際そんなに甘い世界
じゃないんですけどね。根本的には
自分でモノを作ってそれを売って食
べていく世界だから。厳しい世界で
もあるけど、今はこの仕事で良かっ
たなって思います。
Ｙ　高校を卒業してからってこと
は、もう十数年やってるってこと？
Ｓ　そうなるね。陶芸の場合、基礎
ができていないと後々大変だから若
いころから始めた方がいいんだよ
ね。
Ｋ　じゃあ年数でいったら学くんが
一番上だね。

――皆さんの職は何年やると一人前
と言われるんですか？
Ｙ　打刃物は 10 年はかかります
ね。基礎的なものは５年でできると
思うけど、もう一段階上のものを作
るとなるとやっぱり 10年はかかる
かな～？

Ｋ　津軽塗は何年っていうのはあま
りないかもしれないな～。年数より
はセンスが大切かもしれません。長
い年数かけて修行しても基礎がなか
なかできない人もいるんですよ。
Ｙ　基礎っていうのは色味とかそう
いったもの？
Ｋ　う～ん。色味というよりは漆（う
るし）を均等に研ぐとか平らに研ぐ
とかそういった基礎だね。長年修行
してもそれができなくて途中で辞め
ていく人も結構いるんですよ。だか
らなかなか後継者が増えないってい
う課題もありますね。
――難しい問題ですね。
Ｋ　そうなんです。逆に技術があっ
ても工場などの受け皿がないという
ことも課題になっていますね。

――皆さんは一つ一つ手作業で商品
を作っていると思いますが、工場で
生産される商品と人の手で作る商品
の違いというものはありますか？
Ｙ　一長一短ではあるけれど、工場
生産の一番いいところは同じ品質で
同じ形のものが作れること。でも、
やっぱりその分おもしろみのあるも
のが作れないっていうことかな。手
作業だと、上手く作れることもあれ
ば少し形が崩れてしまうこともあ
る。だからこそ作り上げるものすべ
てが成功品となるように日々技術を
磨いています。
Ｓ　手作りのモノには文化があると
いうことかな。その地域で作られた
伝統的なモノを生活の中で使うこと
によって、その人がその地域に住ん
でいる意味が生まれてくると思う。
要は、みんなが全く同じモノを使う
とその場所に住んでる意味が無く
なってしまうと思うんですよ。僕た
ち３人はそれぞれ違う工芸品を作っ
ているけど、それらすべてがここ「弘
前」で作っているということがその
モノの意味になってくると僕はそう
思いますね。
Ｋ　実際、僕たちが作る工芸品も大
量生産が必要なんです。津軽塗もろ
くろを使って一度に大量に作ること
もあります。そうやって商品を売っ

ていかないと自分たちの生計が立た
ないし。でも、そこでお金を得られ
る分、新しいものを作ったり、逸品
を作ったりすることができるんです
よ。
Ｓ　そうそう。普段、仕事として作
るものがあってそれを買ってもらう
ことで、自分の好きなものが作れた
りするんだよね。
Ｙ　そこで収入を得るからこそ、違

うところに目を向けられる。そうい
うところが大きいよね。

――「津軽焼」「津軽塗」「津軽打刃
物」それぞれどういった人が購入し
ているんですか？
Ｓ　津軽焼は、どこにでも売ってい
るような商品じゃなくて普段の生活
にちょっと特別なものを加えたいと
いう人がよく買っていってくれます
ね。あと、僕のお店は２カ月に１回
展示会をやっているんですけど、そ
の時、お客さんとお茶を飲みながら
話をすることもあるんですよ。それ
で、実際に商品を作ってる自分と話
して「この人の作った焼物がほしい
な」と思ってもらって購入してくれ
るお客さんもいます。
――作り手の人となりも大切なんで
すね。
Ｋ　津軽塗は贈り物用に買っていっ
てくれる方が多いですね～。
Ｙ　刃物は特殊なんでマニアの方と
か釣りをやる方が魚をさばく用に

買って行ったりしてますね。
――切れ味はどうですか？
Ｋ　剛くんが作った刃物はすごく切
れますよ！
Ｓ　そう。実際使ってみると他の包
丁と全然違いますよ。
Ｙ　工芸品って高級品ではあるんで
すけど、使えば良さが分かるんです

よね。僕は正知くんが作った津軽塗
の箸を家族全員分持ってます。やっ
ぱり手触りが滑らかで普通の箸とは
違う気がします。
Ｋ　漆を塗る前の木材もちゃんと選
んでるからね。できるだけ堅くて密
度の高いものをチェックしてから作
り始めていますよ。

佐藤 学 ×  小林　正知× 吉澤  剛

モノづくりはその地域の文化モノづくりはその地域の文化

手作りだからこそ
モノに面白みが生まれる

手作りだからこそ
モノに面白みが生まれる

津
軽
焼

津
軽
打
刃
物

津
軽
塗

「この人の作ったものがほしいな」と
思えるようなモノを作っていきたい

「この人の作ったものがほしいな」と
思えるようなモノを作っていきたい
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ろくろを使い均等に伸ばした粘土の厚みを確認する佐藤さん
はけを使って丹念に漆を塗る小林さん

水かけ砥石（といし）で慎重に刃付けを行う吉澤さん

３人の技術を掛け合わせた商
品も作ってみたいね

３人の技術を掛け合わせた商品
も作ってみたいね

初めて使った時の驚きを
プレゼントしたい

初めて使った時の驚きを
プレゼントしたい

Ｋ　たぶん僕は上手に作れると思い
ますよ（笑）。
Ｓ　剛くんは毎日刃物を打ってるか
ら力が強そうだね。
Ｙ　ははは～。力任せに作っちゃう
かもしれない。
――皆さんそれぞれの個性を生かし
た三者三様の作品が作れそうですね。

――仕事がお休みの日は何をしてい
ますか？
Ｙ　本業から少し離れた仕事です。
刀作りの勉強とかしてます。あとは
音楽を聴いたり映画を見たり。映像

Ｙ　そうそう。

――お互いの工芸品を掛け合わせた
作品はありますか？
Ｙ　刃物と津軽塗はあるね。包丁の
鞘（さや）と持ち手に津軽塗が入っ
ているやつね（写真：実際に製作し
た包丁）。

Ｓ　津軽焼と津軽塗もありますよ。
丸い重箱なんですけど、真ん中が津
軽焼、上段と下段が津軽塗になって
いるんですよ。
Ｙ　同年代の職人さんとやりとりす
ることが多いので意見も出しやすい
し、変わったアイデアも提案しやす
いですね。
Ｋ　今度それぞれが使ってる材料や
技術を掛け合わせて作ってみたい
ね。学くんの焼物に僕が使ってる漆
を塗ってみるとかね。

――他の２人が作っている工芸品は
どう思いますか？
Ｙ　津軽塗は独特の色味だったり、
津軽焼の質感は刃物にはないものな
ので憧れますね。
Ｓ　僕は津軽塗を体験させてもらっ
たことがあるんですけど、漆を均等
に磨くのが難しかったですね～。繊
細な作業でした。正知くん、今度う
ちにも焼物作りにきてよ。

や音楽はものをつくるときのイメー
ジにつながりやすいんですよ。音楽
を聴いていると刃物の形がふっと降
りてきたりします。
Ｋ　そのひらめき方すごいね。僕は
バイクに乗って出かけたり、旅行し
たりします。外に出ていろんなもの
を見るのが好きなんですよ。
Ｓ　僕はどちらかというと家でゆっ
くり映画を見ることが多いかな～。
――同じ職人さんでもタイプがバラ
バラなんですね。

――最後に、これからも今の仕事を
続けていきたいですか？
Ｋ　そうですね。伝統産業も後継者
不足などいろいろな問題があります

が、自分にできることをしてできる
限り続けたいですね。
Ｙ　今はやりがいをもってやってい
るので、これからもがんばりたいで
す。でも僕の場合 50代とかで仕事
としての刃物制作はやめて、自分の
作りたいものに時間を費やしたいで
す。それまでにうちの二唐刃物をブ
ランド化して正当な評価が受けられ
るようにがんばっていきたいです。
Ｓ　少しでも多くの作品を残した
い。そういう気持ちが強いので、僕
も続けられる限り津軽焼職人を続け
ていきたいですね。

お客さんの顔を思い浮かべながら
作っています。やっぱりどこよりも
切れる刃物を作りたいので、刃付け
などは特に意識してやっています。
何度もチェックして、引っかかると
ころがあれば修正しての繰り返し。
購入者には食材に刃を入れる時の最
初の１回目の驚きを感じてほしいん
ですよ。「ス――ッ」っていう。１
回目の感動ってきっと忘れないか
ら、それでいい商品だなって思って
また購入してくれるんですよね。
Ｋ　作っているときって考え事をし
ていると手が止まっちゃうことがあ
るんですよ。自分のオリジナルの作
品を作っている時は特に。なので、
僕は無心で作っていることの方が多
いですね。そっちの方がいいものが
作れたりもするんですよ。
Ｙ　目の前のものを作っていると、
ふと次に作りたいもののアイデア
が浮かんできたりするよね。あと、

出来上がりが失敗してしまったら、
「じゃあ次は違うようにやってみよ
う」とかね。

――苦労していることはあります
か？
Ｙ　時間が足りないことかな。自分
の作りたいもの、やってみたいこと
もたくさんあるので、普段の仕事を
しながらだと、時間が足りないです
ね。
Ｋ　津軽塗も１つの商品を仕上げる
のに時間がかなりかかることかな。
１回漆を塗ると乾くまでに時間がか
かるから、次の行程になかなか進め
ないんですよね。あと、漆は湿度も
重要。室温 25 度で、70％の湿度
が漆にとって一番いい環境なんです
けど、夏と冬で気温も湿度も全然違
うので、そこの調整が難しいですね。
Ｙ　津軽塗って１カ月にどれくらい
作れるの？
Ｋ　ものにもよるけど、汁椀だと１
カ月で800個くらいかな。
Ｙ　包丁はがんばっても 40丁ぐら
いですかね。
Ｓ　手作りのものは時間がかかるよ
ね。焼物も乾燥させるのにも時間が
かかるからね。あと苦労しているこ
とといえば、やっぱり販路開拓かな
～。自分の好きなものを作って売れ
るって訳じゃないからね。売るのが
大変ですね。

――工芸品というと型が決まってい
るような気がしますが、型にはまっ
ていないデザインのものなどは作っ
ていますか？
Ｙ　展示会などがあれば新しいデザ
インのものを出してますね。基本

の形は基本として、自分がかっこ
いいなと思うデザインにしてます。
ちょっと鋭かったりするものが好き
なので、そういうデザインのものは
多いですね。
Ｋ　元からある形を崩して考えるのっ
て意外と難しいんだよね。でも、やっ
てみると案外おもしろかったりね。

――作っているときに気をつけてい
ることはありますか？
Ｙ　手作業で作るものって形を形成
していく時に自分の力加減などに
よって変化しやすいんです。なの
で、型番に合わせてできるだけ全て
同じ形になるように気を付けていま
すね。
Ｋ　僕も同じ。もとの形を崩さない
ようにすることかな。津軽塗は土台
となる木に漆を何度も塗って形を形
成していくんですけど、その際に器
本来の形がくずれないように気を付
けています。
Ｓ　焼物は窯で焼いて出来上がりが
どうなっているか計算できない部分
があるので、焼く前の器にかける釉
薬（ゆうやく）の加減には気を付け
ています。
――皆さんそれぞれ違う工芸品を
作っていますが、やはり基本の形に
沿って作ることに気を付けているん
ですね。職人さんの手を見せてもら
えますか？お～やっぱり職人らしく
しっかりした手をしていますね。

――普段は何を考えながら作ってい
るんですか？
Ｙ　完成に近づくと購入してくれる
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福
袋

 

弘前市出身のプロ野球選手。現在は埼玉西武ライオン
ズに在籍する「外崎○○○○」選手
吉野町煉瓦倉庫にあるメモリアルドッグは弘前市出身
のアーティスト・○○美智さんの作品
面！胴 ! ！○○！
弘前市出身の柔道家。本名は、前田光世
家を出るときは玄関に○○かけて
「サイギサイギ」の掛け声で、岩木山に集団登拝する
伝統行事「お山○○○○」　
「輸入」⇔「○○○○」
サンタクロースがプレゼントを入れるのは「○○下」
人を好きになること。「○○をする」という言い方も
する
料理の下味や、薬味など多様に使われる野菜。身体を
温める効果があります
「○○妻家」「○○犬」「○○嬌がある」
貯水や発電のため、川や谷をせきとめて水をためるた
めにつくったもの
藩政時代は道場として使われた弘前公園北の郭にある
建物。現在は喫茶店や土産物店、休憩スペースがある
市の市章「卍（○○○）」
照明具の一つ。洋灯

稲を絵具代わりにした巨大な田んぼアートが有名なと
ころ「○○○○○村」
重さ、重量のこと
笹などの葉に巻いて蒸した餅のこと
親しい人。○○だち
電気装飾。○○ミネーション
バレンタインデーには大好きな人に「○○○レートを
あげる」
弘前城天守を夜間○○○アップ！
ラフランスは洋○○
岩木山のふもと、標高400～ 500mの高原で栽培さ
れるとうもろこし
肉食で水中生活に適応した爬虫類
あの先生の参考書は○○○○解説でわかりやすい
元旦のポストには○○賀状がたくさん
ごみ清掃で街を○○しよう
○○の細道。松尾芭蕉の代表作
水中に生息する哺乳類の一種
順序や位置が反対なこと。○○さま
健康のために定期的に○○検診を受けましょう。早期
発見が大切です
弘前市の○○といえば「さくら」

①

②

③
④
⑤
⑥

⑦
⑨
⑩

⑫

⑭
⑰

⑱

⑲
⑳

【タテのヒント】

【ヨコのヒント】

Ａ Ｂ Ｃ

？

【質問】

D E F G H I J
 

の

㉑

㉒
㉓
㉕
㉖
㉘

㉚
㉜
㉟

㊱
㊲	
㊳
㊵
㊶	
㊸
㊹
㊻

㊼

相撲における力士の名前
人を思いやる○○○を大切にしよう
雨が降った時に使う必需品
今年もはるか夢球場でプロ野球一軍戦開催が決定。対
戦カードは「東北○○○○ゴールデンイーグルス」対
「福岡ソフトバンクホークス」
麻布に木綿糸で刺しゅうをほどこす津軽の伝統工芸品
十二支の2番目
結婚を希望する独身者に出会いの場を提供している
「ひろさき広域○○○サポートセンター」
どこからともなく伝わってくる、風の○○○
ポニーなどさまざまな動物たちに合える「弥生○○○
の広場」
春の桜や初夏のあじさいが隠れた誘客スポット、石川
の「○○○○公園」
子羊、またはその肉
ミンチにしたイカ、野菜などを混ぜ合わせ、揚げて作
られる津軽の郷土料理
津軽初代○○主は、津軽為信
もっとも手馴れていて、自身があり、上手なこと

弘前の繁華街の○○○○は、江戸時代には職人が多く
いた地域でもある
組み立て式の模型の一種
ホームランボールは、バックスタンドを越えはるか○
○○へ！
「昨日」→「○○○」→「明日」
「○○を取る」「○○活」「○○が美味い」
市立第一中学校の所在地は○○○町
岩木山麓に昔から伝わる伝統工芸品「○○○つる細工」
○○は外、福は内
主にブドウが原材料のお酒。りんごからも作られるお
酒
三角形や円形などの図形で作られる模様を「○○○○
模様」ともいう
白神山地や岩木山、りんご畑などを望みながら設定さ
れたコースを○○○「弘前・白神アップルマラソン」
弘前城の石垣の解体中に発見された隅石。イカに似た
その形から「○○○○石」と命名された
桜の花びらが濠を埋め尽くす○○○○○

①
③
⑤
⑧

⑩
⑪
⑬

⑮
⑯

⑰

⑳
㉑

㉔
㉕

㉗

㉙
㉛

㉝
㉞
㊱
㊴
㊶
㊷

㊺

㊼

㊽

㊾
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たくさんの応募
お待ちしています！

 

 

※ E メールで応募する場合、件名に「ク
ロスワードパズル」と記入してください。
▽応募締切　１月 26 日（当日消印有効）
※応募は１人 1 通までとし、 当選者の発
表はプレゼントの発送をもって代えさせ
ていただきます。なお、応募に際して取
得した個人情報は、プレゼントの発送の
みに使用します。
※パズルと質問の正解は広報ひろさき２
月１日号に掲載します。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎ 35・
1194）

　クロスワードパズルの正解者の中から抽
選で10名様に、福袋をプレゼントします。
　解き方は簡単。右ページのヒントを基に、
マスの中に書かれているＡ～Qを順番に
並べると質問になっていますので、その質
問の「答え」を書いて応募してください。
　弘前にまつわる問題が盛りだくさん！弘
前の魅力を学びながら、ぜひ挑戦してみて
ください。
▽応募方法　①質問の答え、②住所、③
氏名、④年齢、⑤性別、⑥電話番号、⑦
本誌へのご意見・ご感想、⑧広報ひろさ
きでやって欲しい企画・コーナー、⑨件
名「福袋プレゼント希望」を記入し、郵送、
ファクスまたはＥメールで、広聴広報課
（〒 036・8551、上白銀町１の１、ファ
クス 35・0080、Ｅメール kouhou@
city.hirosaki.lg.jp）へ。
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　平成 28 年度弘前地区小・中
学校美術展で受賞した作品を広
報ひろさきで 8回に分けて紹介
します。子どもたちの夢、楽し
い思い出、豊かな心をご覧くだ
さい。
■問い合わせ先　教育センター
（☎ 26・4803）

弘前っ子の作品

 

 

伊
いとう
東　沙

さ ら
羅さん

（第四中）
コメント
空・草・建物…高
台から眺めるたく
さんの色を描きた
かったです。

Vol. ７

市政情報
Town Information

弘前駅前北地区都市再生住宅一般入居者募集希望者は
申し込みを

　平成 30年４月入居予定で、弘前駅前北地区都市再
生住宅の入居者を募集します。なお、中堅所得者向け
の住宅となり、公募する戸数の半数は子育て世帯を優
先します。
▽対象住宅　弘前駅前北地区都市再生住宅（８階建・
エレベーターあり）
▽対象戸数　16戸（1LDK＝４戸、2LDK-A＝８戸、
2LDK-B＝４戸）
※ 1LDKは単身者向け、2LDK-A・Bは家族世帯専
用です。
▽住宅使用料（家賃）　1LDK＝月額５万 800 円～
５万 8,900 円、2LDK-A ＝月額６万 400 円～７万
1,300円、2LDK-B＝５万 9,600 円～７万円
※収入により使用料に違いがあります。また、この住
宅は、中堅所得者（直近１年間の総収入額から各種所
得控除した額の「12分の 1」の額が、月額収入 15

万 8,000 円を超え 48 万
7,000 円以下の者）が対
象となります。
▽申請書交付期間　
１月4日～ 26日
▽申請期間　
１月15日～26日
▽決定方法 申請多数の場
合は、公開抽選会により決定します。
【住宅内覧会】
▽とき　１月 20 日・21 日、午前の部＝午前 10 時
～正午、午後の部＝午後１時～３時
※内覧会参加希望者は１月19日の午後５時までに区画
整理課へ申し込みを。
■問い合わせ・申込先　区画整理課（駅前町、ヒロロ
３階、☎34・3233 ）

20歳になったら国民年金新成人の皆さんへ

　国民年金は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障
がいを負ったときや、家族の働き手が亡くなったとき
に、みんなで暮らしを支え合うという社会保険の考え
方から作られた仕組みです。

国民年金加入の手続き

　20歳を迎えたら、国民年金の第１号被保険者 (20
歳以上 60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の
人など）になるための手続きを、自身で行ってくださ
い（すでに第２号被保険者、第３号被保険者になって
いる人を除く）。
※第２号被保険者…会社員・公務員など／第３号被
保険者…第２号被保険者に扶養されている20歳以上
60歳未満の配偶者（年収130万円未満）
①「国民年金資格取得届」を、市役所 (支所、出張所
含む )、または年金事務所に提出してください。
②「年金手帳」が届きます。

③「国民年金保険料納付書」が届きます。金融機関ま
たはコンビニエンスストアでの納付、電子納付、口座
振替、クレジットカード納付も可能です。

保険料の納付が難しいとき

○学生納付特例制度…在学中で所得が一定以下の場
合、保険料納付が猶予される制度です。
○納付猶予制度…50歳未満で学生以外の人の保険料
納付が猶予される制度です。
※学生納付特例、納付猶予は年金を受け取るために必
要な期間として計算されますが、老齢基礎年金額には
反映されません。
※申請書は国民年金加入手続きの際、同時に提出する
ことができますのでご相談ください。
■問い合わせ先　国保年金課国民年金係（市役所１階、
☎ 40・7048）／弘前年金事務所（外崎５丁目、☎
27・1339）

　申告が必要な個人・法人は、平成 30年１月 31日
（水）までに申告書を提出してください。
▽申告が必要な人　平成30年１月１日現在、市内に
事業用の減価償却資産（建物や自動車などを除く）を
所有する個人または法人
※平成29年中に新たに事業を始めた人はお知らせく

償却資産（固定資産税）の申告資産税課からの
お知らせです

ださい。
※個人事業主が申告する場合は、窓口で身元確認および
個人番号（マイナンバー）を確認をしますので、身分証
明書および個人番号通知カードを持参してください。
■問い合わせ・提出先　資産税課資産税係（市役所２
階、☎40・7027）

平成30年度弘前市奨学生の募集希望者は
申し込みを

　平成30年度の募集から月額貸与のほか、希望者には
貸与総額の一部を入学一時金として入学前に貸与します。
▽奨学金の額　

▽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 30年度

に高校以上の学校（専門学校を含む）に在学している
人（見込者を含む）
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30年度から、在学する学校の正規
の修学期間
▽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）
▽申し込み方法　申込書に必要書類を添えて、１月
24日までに、教育政策課（岩木庁舎３階）または学
務健康課弘前分室（市役所１階）へ申し込みを。
※申請書類は申込先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　教育政策課（☎82・1639）

学校種別 修学期間 入学一時金
貸与月額

（ ）は入学一時金を
貸与した場合の額

大学（大学院、
短大含む）等

４年 24万円
２万5,000円

（２万円）３年 18万円
２年 12万円

高校・中等教育
学校後期課程等

３年 10万 8,000円 １万3,000円
（１万円）２年 ７万2,000円

　弘前のいろいろなことについてのクイズだよ。答えはどこかのページに隠れて
いるから探してね！

【質問】
　弘前市では、地域にある素晴らしい技術
を後世に引き継ぐために優れた技能・技術
者を認定している制度があるんだけど、な
んという制度か分かるかな？

①

②

③

弘前リードマン制度

健幸ひろさきマイレージ制度

弘前マイスター認定制度

  

教
えて

！たか丸くん
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　学童保育（なかよし会など）に従事する放課後児童
支援員を募集します。
▽要件　次のいずれかの資格または経験を有する人
保育士、幼稚園・小学校・中学校・高等学校等の教員
免許、社会福祉士、高卒以上で２年以上児童福祉事業
等に従事したことがある人
※要件に該当しない場合でも、高卒以上で意欲のある
人はご相談ください。
▽業務　放課後や学校休業日の児童の見守り（障がい
のある子どもも一部受け入れています）、父母会の運
営に関する業務（会費の取りまとめなど）、日誌やお
便り作成など
▽募集人数　若干名
▽採用期間　平成 30 年４月１日～平成 31 年３月
31日（試用期間３カ月）
※更新する場合あり。
▽報酬・社会保障など　①常勤支援員＝時給780円、
社会保険・雇用保険あり、通勤手当（限度額あり）・
賞与（年２回）あり／②短時間支援員＝時給780円、
社会保険なし、雇用保険あり、通勤手当（限度額あり）・
賞与（年２回）あり
※賞与は６カ月継続勤務の場合。

▽勤務形態
①常勤支援員…学校授業日＝放課後～午後７時のうち
実働４～５時間程度／学校休業日＝午前７時半～午後
７時のうち実働８時間程度（シフト制）
②短時間支援員…学校授業日＝放課後～午後７時／学
校休業日＝午前７時半～午後７時のうち週20時間以
内（シフト制）
※学校休業日とは、土曜日・夏休み等の長期休業日の
ことをいう。学校行事等により、開設時間に変動あり。
▽休日　日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日～１
月３日）、その他１週間の労働時間が 40 時間（短時間
支援員は 20時間）以内となるように市が指定した日
▽申し込み方法　応募用紙に必要事項を記入し、各種
資格免許証の写しを添付の上、１月31日までに、子
育て支援課（市役所１階）に郵送または持参を（受け
付けは、土・日曜日、祝日を除く午前８時半～午後５時）。
※応募用紙は、子育て支援課で配布しているほか、市
ホームページからダウンロードできます。
▽選考方法　書類審査および面接
※平日の面接ができない人は要相談。
■問い合わせ・提出先　子育て支援課子育て支援係
（〒036・8551、上白銀町１の１、☎40・7038）

放課後児童支援員を募集子どもの見守り
あなたの力で

年金収入フローチャート

※フローチャートは年金収入がある人の一般例
です。不明な点は、お問い合わせください。

公的年金等以外に収入はありましたか？
（公的年金等に当たるもの＝国民年金、厚生年金、共
済年金、企業年金など）

市民税県民税の申告は必要ありません

市民税県民税の申告が

必要です

郵送申告が
便利です

詳しくは広報ひろさき 1
月 15日号と同時配布予定
の「平成30年度市民税県
民税申告のお知らせ」を
ご確認ください。

 年金は遺族年金または障害年金のみですか？
（老齢基礎年金がある人は「いいえ」へ）

いいえ

いいえ
 平成30年１月１日現在、年齢が65歳以上の人ですか？
（昭和28年１月１日以前に生まれた人）

はい いいえ
公的年金等収入の合計（遺
族・障害年金は含まず）は
148万円を超えますか？

公的年金等収入の合計（遺
族・障害年金は含まず）
は98万円を超えますか？

はい はい いいえいいえ

はい

はい

はい

いいえ

市民税県民税の申告不明な点は
問い合わせを

　平成 30年度市民税県民税申告の受け付けが始まり
ます。申告の日程などについては、広報ひろさき１月
15日号と同時配布予定の「平成 30年度市民税県民
税申告のお知らせ」をご確認ください。
　また、市役所の申告会場は前川新館３階に変更とな
りましたので、ご注意ください。　

年金収入がある人

○所得税の確定申告や市民税県民税申告が必要か確認を
　収入が公的年金のみの人で、年金支払者から市に対
して公的年金等支払報告書（年金受給者に送付される
源泉徴収票と同様のもの）が提出されている場合（※）
は、原則申告は不要です。ただし、申告が必要な場合
もありますので、下記の「年金収入フローチャート」
をご確認ください。
○所得税の確定申告について
　公的年金等（国民年金、厚生年金、企業年金など）
の収入が 400 万円以下で、そのほかの所得が 20万

円以下の人は所得税の確定申告が不要ですが、所得税
の還付や損失の繰越控除などを受けようとする場合
は、確定申告が必要です。なお、確定申告をする場合
は、市民税県民税の申告は不要です。
○市民税県民税申告について
　所得税の確定申告が不要な人でも、市民税県民税申
告が必要な場合があります。下記の「年金収入フロー
チャート」で市民税県民税の申告が必要か確認してく
ださい。
（※）市に公的年金等支払報告書が提出されている主
な年金の種類は次のとおりです。遺族年金、障害年金
は市に報告書が提出されていません。
◆老齢年金…国民年金、厚生年金、共済組合の年金（国
家公務員共済組合、地方公務員共済組合、公共企業体
職員等共済組合、私立学校共済組合）
◆企業年金
■問い合わせ・提出先　市民税課市民税第二・第三係
（〒 036・8551、上白銀町１の１、☎ 40・7025、
40・7026）

形　式 単　位 基本料金
常設トイレ 180ℓまで 2,268 円
仮設トイレ 360ℓまで 4,536 円

超過分   10ℓごと 126 円

 

し尿くみ取り料金の改定４月１日から
変わります

※仮設トイレの基本料金は 360ℓが最小単位となります。

　４月１日から、し尿くみ取り料金が改定されます。
改定後の新しい料金は右表のとおりです。
　なお、当市のし尿くみ取りは許可業者が行っていま
す。くみ取りの申し込みをする場合は各許可業者まで
お申し込みください。

【し尿収集運搬許可業者】
○弘前地区…中弘衛生企業組合（☎ 55・8661）
／津軽衛生公社（☎ 37・3338）／弘前衛生企業
組合（☎ 32・2903）

○岩木地区…岩木浄化センター（☎ 82・2012）
／岩木中央衛生社（☎ 33・3780）
○相馬地区…岩木中央衛生社（☎ 33・3780）

▽新料金（税込）
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市民が主体のまちづくりを進めています

市政情報
Town Information

みんなの力で
あずましい
まちづくり

　市では、「弘前市協働によるまちづくり基本条例」（平成27年４月１日施行）に基づいて、市民の参加を大事にした協働に
よるまちづくりを進めています。「協働によるまちづくり基本条例」は、まちづくりの主体となる市民・議会・執行機関それ
ぞれの役割や、まちづくりにおける基本理念、仕組みなどを定めるもので、この条例の目的である、市民の幸せな暮らしの実
現に向けて、市民等・議会・執行機関それぞれが、条例の内容を意識してまちづくりに取り組むことが大切です。
　皆さんも、まちづくりの主体です。地域のことを考えながら、共にまちづくりを進めていきましょう。市も、次のような取
り組みで、みなさんの活動を支援しています。

　「市民参加型まちづくり１％システム」は、地域の実情を
良く知っている市民の皆さんが実践する、地域の課題解決
や活性化につながる活動を支援することにより、「市民力」
による魅力あるまちづくりを推進するための補助制度です。
　本年度は、地域交流事業やまちのにぎわいを創出する事
業、健康増進事業など、69事業に補助金が交付され、活発
な事業が行われました。
　現在、来年度に実施する事業を募集中ですので、皆さん
のアイデアや経験を生かした事業の提案をお待ちしていま
す。
※申請金額が20万円以下の事業については、プレゼンテー
ションによる事業説明を申請団体の任意とし、事業説明を
希望しない場合は、市の担当者による事業概要の説明と、
審査委員と申請団体の質疑応答により公開審査を行います。
▽募集期限（１次募集）　１月31日
▽事業実施期間　４月１日～平成31年３月31日
※この制度に関する予算については、平成30年第１回市
議会定例会で審議され、その可決をもって制度を実施しま
す。
▽対象事業　原則、市内で実施される公益的な事業で、住
民や構成員が自ら行動して実施する継続性のある事業

▽対象団体　構成員が５人以上で、市内に事務所または事
務局や活動拠点があり、組織の運営に関する定款・会則な
どが定められている団体（新たに組織する団体も対象）
▽補助金額　対象経費の90％以内の額（原則50万円を限
度）
▽申請方法　所定の書類を、市民協働政策課へ直接持参し
てください。
【平成30年度の事業募集予定】
　提案事業の募集は、３次募集まで予定しています。
◎２次募集期間　４月２日～27日（事業実施期間…７月
１日～平成31年３月31日）
◎３次募集期間　７月２日～31日（事業実施期間…10月
１日～平成31年３月31日）
※制度の詳細や申請書類は、同課で配布するほか、市
ホームページ（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
jouhou/seido/ichipercent/）に掲載しています。１％シ
ステムに関する質問や相談については、いつでも受け付け
していますので、気軽にお問い合わせください。
■問い合わせ・提出先　市民協働政策課（☎ 40・7108、
E メール shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）

まちづくり１％システム で 検索

市民参加型まちづくり１％システム
平成30年度１次募集中！

皆さんのまちづくりのきっかけに

第３回まぢながサミット

　自分たちの暮らしは自分たちで作るという思いを中心に、
地域課題の解決に取り組んでいる人たちによるトークライ
ブや来場者も一緒に話しができる意見交換会を行います。
▽とき　１月13日（土）、午後２時～４時半
※終了後、午後５時まで１％システムの相談会を実施。
▽ところ　百石町展示館第一展示室
▽定員　50人程度（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。詳細は市ホームページ・フェイ
スブック「まぢながサミット」からご確認ください。
■問い合わせ先　市民協働政策課（☎40・7108）

第７回市民ボランティア交流まつり

　市民参画センターを利用している市民団体や、ボランティ
ア活動をしている団体などの活動を皆さんに広く紹介し、
交流をする集いの場です。どなたでも入場できますので、
気軽においでください。
▽とき　２月11日（日）、午前10時半～午後２時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階ヒロロスクエア内
▽内容　活動紹介の展示・発表、バルーンアートなどの体験、
パン・お菓子・野菜などの販売
▽入場料　無料
■問い合わせ先　市民参画センター（☎31・2500）、ボ
ランティア支援センター（☎38・5595）

～共通事項～
▽対象　①市内（弘前圏域内）に住所を有する人／②市内
（弘前圏域内）に事務所または事業所を有する個人および
法人その他の団体／③市内（弘前圏域内）の事務所または
事業所に勤務する人／④市内（弘前圏域内）の学校に在学
する人／⑤本市（弘前圏域内）に対して納税義務を有する
人または寄付を行う人／⑥本案に利害関係を有する人
※（）内は第２次弘前圏域定住自立圏共生ビジョン（変更
案）の対象。
▽閲覧場所　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
※市ホームページでも閲覧可。
▽提出方法　所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

　このたび、下記の案がまとまりましたので、市民の皆さんから意見や提案を
募集するため、パブリックコメント（意見公募手続き）を実施します。

区分（任意様式の場合は対象①～⑥のいずれか）、件名（任
意様式のみ、「第７期弘前市高齢者福祉計画・介護保険事
業計画（素案）への意見」または「弘前市子ども・子育て
支援事業計画変更計画（案）への意見」または「第２次弘
前圏域定住自立圏共生ビジョン（変更案）への意見」）を
必ず明記の上、提出してください。
※記入漏れなど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。
▽意見等に対する処理について　寄せられた意見などは、
事業実施にあたっての参考とするほか、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、個別の回答はしませんので、ご了承ください。
※「わたしのアイデアポスト」は市役所総合案内所、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、各出張所に設置しています。

▽内容　高齢者に関する福祉政策と介護保険事業を総合
的に実施していくための計画素案
▽募集期間　１月１日～15日（必着）
▽閲覧場所（1月 1日～ 3日、土・日曜日、祝日を除く）
　介護福祉課（市役所１階）および共通事項に記載の閲
覧場所

意見募集を実施（パブリックコメント）意見募集を実施（パブリックコメント）

第７期弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（素案）
▽提出先　①郵送…〒036・8511、上白銀町１の１、
介護福祉課あて／②介護福祉課へ直接持参／③ファクス
…38・3101 ／④ E メール…kaigo@city.hirosaki.
lg.jp ／⑤「わたしのアイデアポスト」へ投函
■問い合わせ先　介護福祉課（☎40・7099）

▽内容　子ども・子育て支援法に基づき策定された「弘
前市子ども・子育て支援事業計画」について、計画期間
の中間年における事業計画の見直しによる計画の変更案
▽募集期間　１月５日～22日（必着）
▽閲覧場所（土・日曜日、祝日を除く）　子育て支援課（市
役所１階）および共通事項に記載の閲覧場所

弘前市子ども・子育て支援事業計画変更計画（案）

▽提出先　①郵送…〒 036・8551、上白銀町１の１、
子育て支援課あて／②子育て支援課へ直接持参／③ファ
クス…39・7003 ／④ E メール…kosodate@city.
hirosaki.lg.jp ／⑤「わたしのアイデアポスト」へ投
函
■問い合わせ先　子育て支援課（☎35・1131）

▽内容　定住自立圏構想推進要綱および定住自立圏形成
協定に基づく弘前圏域（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）で、目指す
将来像およびその実現のために必要な具体的取組等を明
らかにしている「第２次弘前圏域定住自立圏共生ビジョ
ン」の具体的取り組みに「空き家・空き地の利活用の促
進」を追加する計画の変更案
▽募集期間　１月１0日～ 24日（必着）
▽閲覧場所（土・日曜日を除く）　ひろさき未来戦略研

第２次弘前圏域定住自立圏共生ビジョン（変更案）
究センター（市役所２階）および共通事項に記載の閲覧
場所
▽提出先　①郵送 ･･･ 〒 036・8551、上白銀町１の１、
ひろさき未来戦略研究センターあて／②ひろさき未来戦
略研究センターへ直接持参／③ファクス…35・7956
／④Ｅメール…hif@city.hirosaki.lg.jp ／⑤「わたし
のアイデアポスト」へ投函
■問い合わせ先　ひろさき未来戦略研究センター（☎
40・7016）

意見や提案を
募集します
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　   暮らしの
nformation

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

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

 イベント
認知症に関する集い

【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　①１月６日・② 20 日
※時間はいずれも午前９時半～ 11
時半。
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホールＡ
▽内容　①新年会／②講話「小規模
多機能型居宅介護について」
※①・②ともに体操を行います。事
前の申し込みは不要。
▽参加料　300 円
■問特別養護老人ホームサンアップル
ホーム（☎ 97・2111）

【認知症の人と家族のつどい】
▽とき　１月 28 日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター

（宮園２丁目）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問認知症の人と家族の会青森県支
部（弘前地域世話人・中畑さん、☎
44・4959、午後６時以降 )

こどもの森 1 月の催し

◎月例登山『新春登山』
▽とき　１月７日（日）、午前９時
半～午後２時半（雨天決行）
▽対象　登山の経験があり、冬山登
山の装備で参加できる人
▽持ち物　飲み物、昼食、替えの下
着・靴下、雨具、防寒着、器（豚汁
を用意します）
※事前の申し込みが必要。
◎自然教室『新春弓矢大会』
▽とき　１月 14 日（日）
　　　　午前 10 時～正午
▽対象　小学生
▽持ち物　飲み物、替えの下着・靴

下、防寒着
～共通事項～
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺地内）
▽参加料　無料
▽冬季開館日　毎週土・日曜日、祝
日と小・中学校の冬休み期間（ただ
し、1 月１日～３日は休み）
■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）

えほんのもり・ブックスタート
おはなしかい
◎えほんのもりのおはなしかい
▽とき　１月７日・17 日の午前
10 時半～ 11 時
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊び
など
▽対象　３歳までの乳幼児と保護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽とき　１月 21 日・31 日の午前
10 時半～ 11 時
▽内容　ブックスタートでプレゼン
トする絵本の楽しみ方アドバイスや
手遊びなど
▽対象　０歳児と保護者
～共通事項～
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）おはなしコーナー
※事前の申し込みは不要。ブックス
タートパックの引き換えは引換券到
着日から１歳の誕生日月末まで。こ
ども絵本の森、弘前図書館（下白銀
町）、岩木図書館（賀田１丁目）ま
たは相馬ライブラリー（五所字野沢）

で引き換えることができます。
■問こども絵本の森（☎ 35・0155）

二十歳の祭典

▽とき　１月７日（日）
　　　　午前 11 時～
※午前 10 時 50 分までに入場して
ください。
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽内容　成人式および成人祭
▽対象　平成９年４月２日～平成
10 年４月１日に生まれた人
※市内に住所のある対象者には案内
はがきを郵送しています。
▽その他　当日は市民会館敷地内に
駐車できませんので、近くの有料駐
車場をご利用ください。／交通渋滞
緩和のため、午前 10 時～午後１時
の間、市役所・茂森方面から市民会
館への右折進入を禁止します。
■問生涯学習課（☎ 82・1641）

緑の相談所 1月の
催し

【展示会】
●樹木の冬芽展　20日～ 28日

【講習会】
●山野草の栽培　20日、午後１
時半～３時半
※いずれも参加料は無料。
▽休館日　１日～３日・９日・
15日・22日・29日
■問緑の相談所（☎33・8737）

　１月８日（成人の日）の午前
9 時半から、新春恒例「弘前市・
西目屋村消防団出初式」が土手
町通りを会場に行われます。
　新年を迎え、「災害のない安全
なまち」を目指し、歴史と伝統
を誇る弘前市消防団のまとい振
りや勇壮な分列行進など、消防
の心意気を披露します。

新春恒例消防団出初式

　なお、会場となる一番町十文
字から土手町十文字までは、午
前８時 50 分から 10 時半まで、
一般車両の通行が規制されます。
市民の皆さんにはご不便をお掛
けしますが、ご協力をお願いし
ます。
■問い合わせ先　防災安全課（☎
40・7117）

181818

フォトコレinひろさきフォトコレinひろさき
市内各地で行われた
イベントやまちの話
題をお届けします。

　11 月 30 日に、ヒロロ（駅前町）イベントス
ペースで、プロの弦楽器奏者たちによる音楽会が
開催されました。奏者が子どもたちの前で演奏す
ると、子どもたちはきれいな音色の出る楽器を不
思議そうに見つめていました。

　12 月９日に、環境整備センタープラザ棟（町
田字筒井）で開催。参加した子どもたちは、職員
の説明に耳を傾けながら、手際よく作品作りに取
り組みました。体験を通じて、リサイクルの大切
さを学ぶことができました。

オリジナルキャンドルとクリスマス飾り作り体験教室

百沢小学校閉校式

　11 月 25 日、百沢小学校で閉校式が行われま
した。全校児童 10 人で「ありがとう 百沢小学校」
と感謝の気持ちを述べたあと、参列した卒業生ら
と共に校歌を合唱し、141 年の歴史に幕を閉じ
る学校を名残惜しみました。

2017 岩木文化祭

　12 月１日に、旧弘前市立図書館（下白銀町）
前で、洋館イルミネーションの点灯式が行われ、

「アップルハート」の鮮やかな赤い色のイルミネ
ーションで彩られた、今しか見られない旧弘前市
立図書館の姿を見ようと多くの人が訪れました。

弘前 フィンランドクリスマスマーケット
ちっちゃな音楽会

　11 月 25 日・26 日に、中央公民館岩木館（賀
田１丁目）　などを会場に開催。芸能発表、絵画
やひょうたんなどの展示のほか、津軽三味線やあ
けびづる細工の体験コーナーなどが設けられ、た
くさんの人でにぎわいました。

　12 月１日、JR 弘前駅のあずましろ～どで開催。
りんご王国の王さまである、みおちゃん・じゅん
やくん・りょうすけくんと弘前駅長の掛け声で点
灯され、鮮やかなイルミネーションを見に訪れた
人たちでにぎわいました。

あずましろ～どイルミネーション点灯式
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郷土文学館企画展

【名編集長・加藤謙一－『少年倶楽
部』から『漫画少年』へ－】
　佐藤紅録「あゝ玉杯に花うけて」、
手塚治虫「ジャングル大帝」を実現
させた名編集長・加藤謙一を紹介し
ます。
▽期間　１月 12 日～ 12 月 28 日
▽開館時間　午前９時～午後５時

（入館は午後４時半まで）
▽ところ　郷土文学館（下白銀町、
追手門広場内）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝ 50 円
※障がい者、65 歳以上の市民、市
内の小・中学生や外国人留学生、ひ
ろさき多子家族応援パスポートを持
参の人は無料。年齢や住所を確認で
きるものの提示を。
■問郷土文学館（☎ 37・5505）

動物画家 薮内正幸 原画展

　「冒険者たち－ガンバと十五ひき
の仲間」の挿絵のほか、野鳥画など
を展示します。最終日は午後 3 時
から、藪内竜太・斎藤惇夫ギャラリー
トークも開催されます。
▽とき　1 月 16 日～ 21 日の午前
10 時～午後 7 時（最終日は午後 2
時半まで）
▽ところ　百石町展示館
▽入館料　無料

※詳しくは、問い合わせを。
■問百石町展示館（☎ 31・7600）

弘前市学校保健研修会

▽とき　１月 20 日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前総合保健センター

（野田２丁目）４階視聴覚室
▽内容　講演「児童生徒の運動器障
害－運動器検診の重要性－」…講師・
澤田雅章さん（さわだ整形外科院長）
▽対象　学校・医療関係者、保護者
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前市学校保健会事務局（西小学
校内、☎ 34・1335）

弘前学院大学国語国文学会
冬季大会
▽とき　１月 20 日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　弘前学院大学（稔町）１
号館４階 414 教室
▽内容　国語国文学会活動報告およ
び「文学散歩」報告「石坂洋次郎・
葛西善蔵ゆかりの地を巡る」…発表・
前田佳彦さん、斎藤結菜さん（弘前
学院大学日本語・日本文学科３年）
／講演「中国の小詩運動と写生文の
影響関係－周作人と「新しき村」と
の出会いをめぐって－」…講師・顧
偉良さん（同大学大学院文学研究科
教授）／卒業論文発表会
▽対象　市民
▽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事務（成田さ
ん、☎ 34・5211）

WA（わ）のりんご

～もっとりんごを身近に～
◎シードル講座
▽とき　１月 13 日（土）
　　　　午後４時～５時半
▽ところ　百石町展示館２階第二展
示室
▽内容　国内外のシードルの歴史
や、最近のシードル事情について
▽講師　境博成さん（東京農業大学

客員教授）
▽定員　30 人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　講座終了後、交流会があ
ります。参加を希望する人は、１月
７日までに申し込んでください。
■問 A プロジェクト（草刈さん、☎
携帯 090・3759・4248）
※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。

創業・起業サポートセミナー

▽日程と内容　①１月 17 日＝「創
業スタートアップ」・交流会（オリ
エンテーション）／② １月 19 日
＝「資金調達、融資制度」／③１月
24 日＝「創業者の事例発表」・パ
ネルディスカッション／④１月 25
日＝「創業の手続き、会計の基礎知
識」／⑤１月 31 日＝「ターゲット
選定方法」
※時間はいずれも午後６時～８時。
▽ところ　①～④＝土手町コミュニ
ティパークコミュニケーションプラ
ザ棟 2 階地域交流室、⑤＝同棟 1
階多目的ホールＡ
▽対象　創業・起業予定の人、創業
後間もない人＝各回 15 人（先着順）
▽受講料　無料
■問１月 12 日までに、電話、ファク
スまたは E メール（住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を記入）で、
ひろさきビジネス支援センター（ 
☎ 32・0770、■Ｆ 32・0771、■Ｅ 
hbsc@jongara.net）へ。

ビッグデータ・オープンデータ
勉強会
▽とき　１月 18 日（木）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　市民会館（下白銀町）２
階小会議室
▽内容　講演「My City Forecast

（まちづくりコミュニケーションツ
ール）を使った弘前の未来予想図」
…講師・関本義秀さん（東京大学生
産技術研究所准教授）
▽対象　市内の事業所の経営者また
は市内で勤務している人＝ 30 人程
度（先着順）
▽参加料　無料
■問１月 15 日までに、電話またはＥ

メール（住所・氏名・事業所名・電
話番号を記入）で、ひろさき未来戦
略研究センター（☎ 40･7016、■Ｅ
hif@city.hirosaki.lg.jp）へ。

ベテランズセミナー

▽とき　１月 18 日（木）
　　　　午前 10 時～ 11 時半
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
▽テーマ　「弘前藩の美術～お抱え
絵師の遺した仕事～を見に行こう」
▽内容　市立博物館で開催中の企画
展「弘前藩の美術」を学芸員の解説
付きで観覧します。
▽対象　おおむね 60 歳以上の市民
＝ 30 人程度（先着順）
▽観覧料　280 円（ただし、65 歳
上の市民は無料。住所や年齢を証明
できるものの持参を。）
■問１月 15 日までに、電話かファク
またはＥメール（住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

りんご新品種栽培研修会

　りんごの新品種の動向や民間育種

について、試食会を交えながら研修
会を行います。
▽とき　１月 19 日（金）
　　　　午後２時～
▽ところ　中央公民
館相馬館長慶閣（五
所字野沢）
▽講師　今智之さん

（りんごワーク研究所りんご指導監）
▽受講料　無料
■問りんご課（☎ 40・7105）

かっこいい大人養成講座４

【冬囃子・雪灯り講座～冬のお囃子
で地域を盛り上げよう !! ～】
　雪燈籠まつりで演奏される「八本
調子の唄笛」の譜面の見方や良い音
を出すコツ、実際の演奏方法などを
全４回で学ぶ講座です。
①お囃子の練習
▽とき　１月 27 日・31 日、２月
３日・７日の午後７時～９時
▽ところ 弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
※２月３日のみ、同センター２階和室
で開催。
②雪燈籠まつりでお囃子披露
▽とき　２月 11 日（日）
　　　　午後７時～９時

１
月
の
投
影
日
程

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ 4 ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

プ ラ ネ タ リ ウ ム 
［弘前文化センター］

□…一般投影を午後１時半～、午
後３時～の２回投影
■…一般投影を午前 10 時半～、
午後１時半～、午後３時～の３回
投影
■…わくわく☆こどもプラネを午
前 10時半～の１回、一般投影を
午後１時半～、午後３時～の２回
投影　
■…休館日

★投影プログラム
【一般投影／45分間】
▽テーマ　一等星を探せっ！
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・
中学生、高校生＝ 120円
※障がい者、65 歳以上の市民、
市内の小・中学生や外国人留学生、
ひろさき多子家族応援パスポート
を持参の人は無料。年齢や住所を
確認できるものの提示を。
【わくわく☆こどもプラネ／30
分間】
▽テーマ　オリオンと動物の星座
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、1
月１日～４日、火曜日は休館日）

 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

 教室・講座

◎おたのしみおはなし会
▽とき　６日・20 日の午前 11
時 ～ 11 時 半、13 日・27 日 の
午後３時～３時半
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽内容　「日本の昔話・民話・名作」
をテーマとした、絵本の読み聞か
せ、紙芝居、昔話、エプロンシア
ター、なぞなぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

弘前図書館 1月の
催し

▽ところ　弘前公園（集合＝弘前文
化センター２階和室）
～共通事項～
▽対象　18 歳以上の市民＝ 40 人

（先着順）
▽講師　津軽笛地域づくり実行委員会
▽参加料　無料
▽持ち物　八本調子の唄笛用の笛ま
たはすりがね、担ぎ桶太鼓
※笛はあっせん可。申し込み時にお
問い合わせください。①のみの参加
も受け付け可。
■問１月 24 日までに、電話かファ
クスまたは E メール（住所、氏名、
電話番号を記入）で、中央公民館

（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

▲坂本冬美

　「夜桜お七」「また君に恋してる」などのヒット
曲を持つ坂本冬美さんのコンサートを開催します。
▽とき　4 月 29 日（日・祝）
・昼の部…午後０時半開演（開場は正午～）
・夜の部…午後４時半開演（開場は午後４時～）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽入場料　全席指定7,500円（当日券は500円増）
※未就学児の入場は不可。
※夜の部公演に限りシニア優待席あり。身分証の提示が必要。
数量限定 3,500 円（65 歳以上の市民対象）。シニア優待席は、市民会館
窓口のみで販売。
▽発売開始　１月８日（月・祝）、午前 10 時～
▽入場券取扱場所　市民会館、弘前文化センター、さくら野百貨店弘前店、
中三弘前店、エルムショッピングセンター、ローソンチケット（L コード：
21543）
■問い合わせ先　市民会館（☎ 32・3374、第３月曜日は休み）

坂本冬美コンサート

弘前観桜会
100 周年記念
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市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル 2010 応用講座】
▽とき　１月 26日・２月２日・９
日の午前10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　表計算ソフト（エクセル
2010）の活用方法
※エクセル 2010 以外のバージョ
ンを使っている人は操作方法が異な
りますので、ご注意ください。
▽対象　エクセル 2010 入門講座
を受講した市民または普段からエク
セル 2010 を使用している市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USB メモリ、
昼食
■問１月７日から、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）へ。

自立支援介護講演会

　高齢者の自立した生活を目指し、
自立支援介護の理論と実践について
学んでみませんか。
▽とき　１月30日（火）
　　　　午後７時～
▽ところ　弘前プラザホテル（代官
町）２階チェルシー
▽講師　竹内孝仁さん（国際医療福

祉大学大学院教授）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問電話かファクス（氏名、電話番号
を記入）で、デイサービスセンター
わかば（☎ 37・1165、 ■Ｆ 37・
1185）へ。

ふれあい高齢者
ニュースポーツ研修会
　高齢者向けのニュースポーツで、
健康の増進を図ってみませんか。
▽とき　２月１日～ 14 日
※種目によって開催日と時間が異な
ります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
▽ところ　すぱーく弘前（石渡１丁
目）
▽種目　①ゲートボール、②グラウ
ンドゴルフ、③ペタンク、④マレット
ゴルフ、⑤ターゲットバードゴルフ
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
▽定員　①＝ 40 人／②＝ 100 人
／③＝ 48 人／④＝ 40 人／⑤＝
40人（いずれも先着順）
▽参加料　無料 
■問１月 20日までに、すぱーく弘前
（☎ 38・3250）へ。

りんご産業イノベーション
セミナー
【AI（農業情報科学）がつなぐ
         　　　 りんご産業の未来】

　りんご産業の維持発展のため、
AI や ICTを駆使した最先端の農業
の現状と展望について紹介します。
▽とき　２月３日（土）
　　　　午後１時半～（約２時間）
▽ところ　アートホテル弘前シティ
（大町１丁目）３階プレミアホール
▽内容　AI 農業や現在当市で取り
組んでいる先進的なりんご栽培、近
年農林水産省が推進するスマート農
業の現状と展望について（講師・神
成淳司さん〈慶應義塾大学准教授〉
ほか）
※詳細は市ホームページに掲載しま
す。
▽定員　300人
■問２月２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、電話番号を記入）で、ひろさ
き未来戦略研究センター（☎ 40・
0631、 ■Ｆ 35・7956、 ■Ｅ hif@
city.hirosaki.lg.jp）へ。

男の介護教室

▽とき　２月 10 日（土）、午前９
時半～午後３時（予定）
▽ところ　中央公民館（下白銀町）
▽内容　講義（家族が倒れた時の対
処法など）、調理実習（パッククッキ
ング）、グループディスカッション
▽定員　80人
▽参加料　1,000 円（調理実習と
同じメニューの昼食付き）　
■問１月25日までに、各公共施設（公
民館など）に備え付けの申込用紙に
必要事項を記入の上、ファクスで、
津軽広域救急支援機構事務局（佐藤
内科医院内、☎ 34・2126、■Ｆ
34・2317）へ。
※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。

エコスイーツクッキング教室

　余ったシリアル食品と牛乳パック
を使って、スイーツを作ります。
▽とき　２月10日（土）
　　　　午前９時半～正午
▽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　プラザ棟職員
▽定員　15人（小学生以下の参加
は保護者の同伴が必要）
▽参加料　無料

▽持ち物　エプロン、ティースプー
ン、板チョコレート１枚、牛乳パッ
ク１枚
▽申し込み開始　１月 28日の午前
９時から
■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、
月曜日が祝日の場合は翌日が休み）

総合学習センター会場使用受付

　平成30年度の施設使用申し込み
を受け付けします。なお、小・中会
議室、集会室は使用する日の30日
前から受け付けます。
▽とき　１月12日（金）の午前９
時～（窓口のみでの受け付け）
※13日（土）の午前８時半からは
電話でも受け付けます。
■問学習情報館（末広４丁目、総合学
習センター内、☎ 26・4800）

再就職支援セミナー

　45歳以上の人を対象に「採用さ
れるための就職活動のポイント」に
ついて、お伝えします。
▽とき　１月12日（金）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　キャリアスクール I・M・

S（土手町）
※事前の申し込みは不要。セミナー
終了後、個別相談にも応じます。
■問ネクストキャリアセンターあおも
り（☎青森017・723・6350）／
I・M・S（■Ｅ chuukounen@ims-
hirosaki.com)

求人説明会・ミニ面接会

　市内企業の人事担当者が、仕事内
容などをお伝えします。求職中であ
れば、誰でも無料で参加でき、面接
も可能です。
▽とき　１月 15 日・26 日の午後
１時半～４時半（受け付けは午後１
時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽定員　20人程度
▽参加企業数　３～５社（予定）
▽その他　ハローワークに未登録の
人も参加可。雇用保険受給者は求職
活動実績の対象になるため、雇用保
険受給資格者証の持参を。
※参加企業は、青森労働局または市
ホームページをご覧ください。
■問 I・M・S（弘前就労支援センタ
ー内、☎ 55・5608）

保健衛生座談会

　市の職員を交え、環境・保健につ
いて疑問に思うことや、取り組みな

どについて、学び、意見を出し合い
ませんか。７月に開始予定の「家庭
系ごみ指定袋制度」についても説明
します。
▽日程と場所　１月18日＝高杉地
区…北辰学区高杉ふれあいセンター
（独狐字山辺）研修室／１月 22日
＝船沢地区…船沢公民館（折笠字宮
川）
※時間はともに、午
後１時半から２時間
程度。
▽内容　環境テーマ
＝「家庭系ごみ指定
袋制度の導入につい
て」、保健テーマ＝
「弘前市の短命の原
因と対策について」
■問 町会連合会事務局（☎ 35・
1111）

移住・交流フェア in 東京

  弘前市の相談ブースが出展しま
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　１月21日（日）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　東京ビッグサイト西１ホ
ール（東京都江東区有明）
※詳しくは、問い合わせを。
■問ひろさき移住サポートセンター東
京 事 務 所（ ☎ 東 京 03・6256・
0801）

　首都圏からのUターン希望者や今春卒業予定の大学生などを対象とした、
市内企業の合同説明会・面接会を東京都で開催します。また、市内企業と会
場をネットワークでつないだ「WEB面接」も実施します。弘前市で新しい
生活のスタートを考えている人へ、是非ともご周知ください。
▽とき　１月13日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　ひろさき移住サポートセンター東京事務所
（東京都千代田区有楽町、東京交通会館６階）
▽参加企業　キヤノンプレシジョン、弘前航空電子、
センチュリーテクノコア弘前工場ほか
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ先　商工政策課（☎35･1135）／ひろさき移住サポートセ
ンター東京事務所（☎東京03・6256･0801）

 その他
 

地元企業首都圏合同説明会・面接会

日 時　間 イベント内容

20日
午前11時～

（開会式終了後）
開会式アトラクション（キッ
ズヒップホップダンス、もち
の振る舞い）

午後１時～４時 沢田ミニ炭俵実演販売

21日 午後２時～３時半

相馬の芸能オンステージ（リ
トルスウィース／長慶苑飛馬
の星／紙漉沢獅子舞保存会／
相馬囃子キッズ with Ｙ／相
馬登山囃子愛好会／多田あつ
し〈夢弦会〉ミニライブ）

20日
・

21日

午前10時～ カットりんご飴振る舞い
午前10時半～、
午後１時半～ アップルケーキ手作り体験

午前10時～午後４時

相馬地区の特産品販売／えび
釣りに挑戦！（有料）／
紙漉き体験でハガキを作ろう
／缶バッジ製作体験／相馬
地区写真展／天文台コーナー
／相馬地区地域おこし協力隊
PRコーナー

　特産品や豊かな自然・人情など、相馬地区の魅力が大集合！
ぜひおいでください。
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町、ヒロロ３階）
▽内　容　右表のとおり
▽参加料　無料（えび釣りは有料）
■問い合わせ先　相馬まるごとフェスタ実行委員会事務局
（相馬総合支所総務課内、☎84・2111）

相馬まるごとフェスタ
とき １月 20 日（土）・21 日（日）

第２回
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 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

今月の市税などの納期

納期限
１月 31 日

☆今月は第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替をご利用ください。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が加算される場合があります。

固 定 資 産 税  第４期
国民健康保険料  第７期
介 護 保 険 料  第７期
後期高齢者医療保険料  第７期

時～１時半
▽対象　若年性認知症について知り
たい人や心配事がある人
※事前の申し込みは不要。
◎相談会
▽とき　１月27日（土）
　　　　午後１時半～３時
※１月 25日までに、予約した人を
優先。
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室D
▽参加料　無料
■問青森県若年性認知症総合支援セン
ター（☎八戸 0178・38・1360、
月曜日～木曜日の午前９時～午後４
時）

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。
【経理事務基礎科】
▽とき　１月31日～５月 30日
▽ところ　キャリアスクール・ソフ
トキャンパス弘前校（土手町）
▽申込期限　１月４日
【ゼロから学べるパソコン基礎科】
▽とき　２月14日～４月 13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　１月16日
※無料の託児サービスがあります。
詳しくは、問い合わせを。
【職場で活かせるパソコン基礎科】
▽とき　２月26日～６月 25日
▽ところ Ｓ . Ｋ . Ｋ . 情報ビジネス
専門学校（徳田町）
▽申込期限　１月30日

【経理事務科】
▽とき　３月１日～６月29日
▽ところ　JMTC 弘前教室（外崎
４丁目）
▽申込期限　２月２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、申込期限までに各訓練施
設へ受講申込書を提出してくださ
い。
▽職業訓練説明会　１月 24日およ
び２月 22 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。
▽公共職業訓練　雇用保険受給者を
対象とした公共職業訓練がありま
す。平成 30年度４月開講の職業訓
練の募集が２月から始まります。現
在在職中の人でも応募可能な場合が
あります。詳しくは、問い合わせを。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内 42 ＃）

「弘前ナンバー」の
導入に関するアンケート
調査を実施します

　国土交通省が自動車のご当地ナン
バーの導入基準を緩和したことによ
り、市では現在、図柄入り「弘前」
ナンバープレートの導入を西目屋村
と連携して検討しています。
　市では、検討の参考とするため、
18 歳以上の市民 4,000 人を無作
為に抽出し、住民意向調査を実施し
ます。アンケートが届いた人は、回
答へのご協力をお願いします。
■問都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

宅建協会弘前支部による
一般公開無料セミナー
▽とき　１月25日（木）
　　　　午後２時半～
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）４階「ラ・メェラ」
▽テーマ　第１部＝「空き家対策に
ついて」…講師・市建築指導課職員
／第２部＝「弘前市家庭系ごみ指定
袋制度について」…講師・市環境管
理課職員／第３部＝「リーダーの条
件～一流選手から学んだこと～」…
講師・佐野慈紀さん（野球評論家）
※事前の申し込みが必要。
■問１月 19日までに、青森県宅地建
物取引業協会弘前支部（☎ 26・
1030、■Ｆ 26・1033）へ。

弘前城本丸石垣の写る
古写真を探しています
　弘前城本丸
石垣修理の参
考とするた
め、幕末から
大正時代にか
けて撮影され
た石垣の写真を探しています。古い
絵はがきや新聞に使われた写真な
ど、どんなかたちでも構いません。
修理のための貴重な資料となります
ので、少しでも石垣の写り込んだ写
真をお持ちの場合は、ぜひ情報をお
寄せください。
■問公園緑地課（☎ 33・8739）

若年性認知症
ミニ講話＆相談会
◎ミニ講話
▽とき　１月 27 日（土）、午後１

有 料 広 告有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

 各種無料相談
名　称 と　き ところ 内　容 問い合わせ・申込先

行政書士弘前コス
モス会による無料
相談会

１月９日（火）、午後１
時半～３時半

ヒロロ（駅前町）
３階多世代交流室 相続・遺言を中心とした相談（事前の予約は不要）

弘前コスモス会（ふた
ば行政書士事務所・二
葉さん、☎ 88・8781）

夜間・休日納税相
談

夜間＝１月 22 日～ 26
日の午後５時～７時半／
休日＝１月 28 日の午前
９時～午後４時

収納課
（市役所２階）

日中や平日に納税相談ができない人のための夜間・休
日納税相談

収納課（☎ 40・7032、
40・7033）

多重債務・消費生
活法律相談会

１月 27 日（土）、午後
１時半～３時半

市民生活センター
（駅前町、ヒロロ３
階）

多重債務者が、債務を整理して生活再建に向かうため
の手助けとして、弁護士が相談に応じます。また、多
重債務以外の消費生活に関する法律相談にも応じます

（事前の予約が必要。事前の予約は１月９日の午前８時
半から受け付け開始）。
※定員は４人。

市民生活センター
（☎ 34・3179）

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・性別・教室名・⑦⑧はサークル名を記入の上、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…事前の申し込みが必要。弘前駅城東口・観光館バスプール発着の往復無料バスを運行します。
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。

 各種スポーツ・体操教室

 
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水泳教室
（クロール）

１月 23 日～２月９日の毎週
火・金曜日、午前 10 時～ 11
時

温水プール石川
（小金崎字村元） クロールの呼吸練習

呼吸が苦手で
25 ｍ泳げない
市民＝ 15 人

無料

１月 15 日（必着）ま
でに、温水プール石川

（〒 036・8123、小
金崎村元 125、☎ 
49・7081）へ。

（※１）（※２）

②剣道寒中稽古会
１月 27 日・28 日の午前６時
半～７時半（受け付けは午前
６時～）

弘前 B&G 海洋
センター（八幡
町）

剣道の基本動作 幼児～一般 無料
弘前剣道連盟事務局

（堀内さん、☎携帯
090・3362・7465）

③ Enjoy スノー
ウオーキング教室

①１月25日＝金属町体育センター／②２月１日・
８日＝弘前公園（市民体育館駐車場）／③２月
15 日＝百沢スキー場（百沢字東岩木山）／④２
月 22 日＝岩木山総合公園（百沢字裾野）／⑤３
月１日＝星と森のロマントピア（水木在家字桜井）
※時間はいずれも午前 10 時～ 11 時半。

スノーシュー（西洋
かんじき）を履いて
散策
※スノーシューとポ
ールは貸し出ししま
す。

各回 10 人程度
（１日のみの参
加、継続参加い
ずれも可）

無料 １月 18 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）④親子で運動遊び
教室

２月２日～ 16 日の毎週金曜
日の午後２時～３時

金属町体育セン
ター集会室

親子でふれあい、遊
びながら楽しく体を
動かします

市内在住の２
歳の子と保護
者＝６組程度

（先着順）
無料

⑤運動公園「はる
か夢球場ポジティ
ブフィットネス教
室Ⅱ」

①ピラティス＆ストレッチポ
ール教室＝ 1 月 22 日～３月
５日（2 月 12 日を除く）の
毎週月曜日、午後２時～３時

運動公園はるか
夢球場（豊田２
丁目）2 階多目
的室 3

ストレッチポールを
使った体のゆがみの
修正、筋トレとスト
レッチを組み合わせ
た体幹運動 18 歳以上の男

女＝各回 10 人
（先着順）

1 回 500 円
（保険含む）
※全 6 回
参加の場合
は 2,500 円

電話か直接運動公園管
理事務所（☎ 27・
6411）へ。

②ヨガ教室＝ 1 月 24 日～２
月 28 日の毎週水曜日、午前
10 時半～ 11 時半

簡単な筋トレとスト
レッチ、呼吸法を取
り入れた運動

③青竹踏みエクササイズ教室
＝ 1 月 26 日～３月２日の毎
週金曜日、午後７時～８時

竹踏み運動、筋トレ、
有酸素運動

⑥ロマントピア
健康サポート教室

１月 15 日～３月 22 日の月
～木曜日、午前 10 時半～

星と森のロマン
トピア（水木在
家字桜井）

月曜日＝水中エクササイズ…15 人
火曜日＝ゆったりヨガ…12 人
水曜日＝水中ウオーキング…15 人
木曜日＝ピラティス…12 人
※対象は各回ともに 65 歳以上の市民

（先着順）

無料
星と森のロマントピア

（☎ 84・2288）
（※３）

⑦ヒロロ健康
サークル（土曜日）

２月３日～ 24 日（２月 17 日
を除く）の毎週土曜日、午前
10 時半～ 11 時 45 分（受け
付けは午前 10 時～）

ヒロロ（駅前町）
３階健康ホール

ひろさき健幸増進リ
ーダーによる体操、
ストレッチ、ゴムバ
ンドトレーニングな
ど

毎回継続して
参加できる 40
歳以上の市民
＝ 30 人（先着
順） 無料

１月 15 日（必着）ま
でに、健康づくり推進
課（〒 036・8711、
野田２丁目７の１、☎
37・3750）へ。

（※１）（※２）
⑧ヒロロ健康
サークル

２月６日～ 27 日の毎週火曜
日、午前 10 時半～ 11 時 50
分（受け付けは午前 10 時～）

⑨親子体操教室 １月 21 日、２月 18 日、３
月 18 日の午前 11 時～正午

親子で一緒に楽しめ
る体操

おおむね３歳
以上の子と保
護者＝各回 20
組（先着順）

問い合わせ先・健康づ
くり推進課（☎ 37・
3750）／申込先・駅
前こどもの広場（☎
35・0156）
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Health　Information

健康の掲示板
弘前市保健センター（健康づくり推進課内、野田２丁目）　☎37・3750

母子保健
母子健康手帳の持参を。場所は弘前市保健センター（各指定医療機関での個別健診を除く）で、料
金は無料です。なお、発熱など体調不良の場合は、次回に受診してください。★は対象者に健康診
査票を送付します。

名　称 と　き 対象・定員 申込先内　容
乳
幼
児
の
健
康
診
査

４か月児★
７か月児★ 各指定医療機関での個別健診

１歳６か月児 １月24日・25日／受付＝午後０時半～１時半 平成28年７月生まれ
３歳児 １月10日・11日／受付＝午後０時半～１時半 平成26年６月生まれ
１歳児歯科 １月17日・18日／受付＝午後０時半～１時 平成29年１月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成27年７月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室
１月23日（火）、午後１時～２時半／受付＝午後０時半～1時 平成29年 8月生まれ

＝25組（先着順） １月 5日から弘前市
保健センターへ。離乳食講話・グループレッスン／育児相談

※母子健康手帳・バスタオル・おむつ・ミルクの持参を。

検　診 早期発見、早期治療のために、健（検）診を受診しましょう。
年度内で対象になった歳に年 1 回、下記の料金で受診できます。

※ 70歳以上の人、生活保護受給世帯の人、住民税非課税世帯の人（世帯全員が非課税）、65歳～ 69歳で後期高齢者医
療制度に加入している人は各種健診料金が無料です。

【Ｂ型肝炎・ヒブ・小児肺炎球菌・
４種混合・不活化ポリオ・ＢＣＧ・
水痘・麻しん風しん混合・日本脳炎・
２種混合・子宮頸がん予防ワクチン】
　通年接種です。「健康と福祉ごよ
み」で接種年齢や指定医療機関を確
認し、体調のよい時に計画的に接種
しましょう。接種年齢から外れると
有料になりますので、ご注意くださ
い。
　平成 30 年度小学校に入学予定
で、麻しん風しん混合２期の予防接
種をまだ済ませていない幼児は、年
度内に忘れずに接種しましょう。

【小児インフルエンザワクチンの接
種費用助成】
　生後６か月以上７歳未満までの未
就学児を対象に、インフルエンザ予
防接種の２回接種のうち、１回分の
接種費用を助成しています。
▽実施期間　１月31日まで
※予防接種の際は、助成券と母子健
康手帳を必ず医療機関に持参してく
ださい。

【高齢者インフルエンザ予防接種の
接種期間延長について】
▽対象　平成 29 年 12 月 31 日ま
でに、65 歳以上の人および、60
歳から 64歳までの人で心臓・腎臓・
呼吸器・免疫機能に障がいのある人
（身体障害者１級程度）で、ワクチ
ンの不足などの理由で接種できなか
った人
▽実施期間　１月31日まで

定期予防接種など
▽自己負担　1,600 円（生活保護
受給者は無料）
※接種を希望する人は、直接医療機
関にお問い合わせください。
【高齢者肺炎球菌感染症の予防接
種】
　今年度の対象の人にはお知らせし
ていますが、すでに 23価肺炎球菌
ワクチンの接種を受けた場合は対象
から外れます
▽実施期間　３月31日まで

【風しん抗体検査とワクチン接種費
用を全額助成】
▽対象　市内に住所を有し、平成２
年４月１日以前に生まれた人で、妊
娠を予定している女性と、風しん抗
体価が低い妊婦の同居家族。
※過去に風しんにかかったり、助
成を受けたことがある場合は対象
外。
▽実施期間　３月31日まで
▽申請方法　健康づくり推進課で事
前に申請を

【青森県大腸がん検診モデル事業の
お知らせ】
　県では、今年度 50～ 59歳にな
る人のうち、過去５年間、大腸がん
検診を受けていない人に対し、大腸
がん検診モデル事業を実施します。
これは、大腸がんによる死亡を減少
させることを目的として、青森県が
実施主体となり、弘前市と青森市の
２市で実施するものです。
　当市で対象となる人には、２月ま

でに、大腸がんの検査キットが送付
されます。検査キットが届いた人は、
無料で大腸がん検診を受けることが
できます。自宅で便を採取し、近隣
の受付薬局に提出するだけででき
る、簡単な検査です。
　また、希望する場合は、無料で内
視鏡検査も受診することができま
す。詳しくは、送付される検査キッ
トに同封されている案内をご確認く
ださい。
■問県がん・生活習慣病対策課（☎
017・734・9216）

各種相談
名　称 内　容 と　き ところ

こころの健康相談
本人や家族のこころの悩
み、家族を自死で亡くし
た人の悩みについて

１月23日（火）、
午前９時～ 11 時
（事前の予約が必要）

弘前市保健センタ
ー（野田２丁目）

のびのび子ども相談

発達相談（ことばが遅い、
落ち着きがないなど）。対
象は市民で 1歳以上の幼
児とその家族。母子健康
手帳の持参を

１月23日（火）、
午前９時半～午後３
時（受け付けは午後
２時まで。１月５日
～22日に、事前の
予約が必要）

健康相談・禁煙相談
生活習慣病の予防、健診
結果、禁煙など、健康や
栄養について

弘前市保健センター＝１月15日／ヒロ
ロ（駅前町）３階健康エリア＝１月12日・
17日・28日
※時間はいずれも午前９時～11時。２
日前（１月28日のみ３日前）までに、
事前の予約が必要。

 
 おしらせ

検診名 と　き 対象・定員 問い合わせ・申込先内　容 料　金

18歳～
39歳の
健診

女性の健康診
査（女性）

1月 10日・20日・25日・2月 3日
※１月25日は託児日で乳幼児10人まで。

18歳～ 39歳の女性（職場で
受診できる人は除く） 受診希望日の 1週間前までに、健

康づくり推進課（☎37・3750）へ。
※それぞれ定員になり次第締め切
り。受診場所は共に医師会健診セ
ンター（次月以降の受診日は問い
合わせを）。

血液検査、尿検査、骨密度検査等など。（妊娠中
やその疑いのある人は受診不可） 800円

国保 40歳未
満の健診（男
性）

1月９日・10日・12日・13日・15日・16日・
18日・19日・20日・24日・26日・27日・
29日・30日

18歳～ 39歳の国保に加入し
ている男性

腹囲測定、血液検査、尿検査、内科診察など 無料

検診名 内　容 対象・料金など

がん検診

胃がん検診 胃部エックス線検査 40歳以上、1,000円（市の国保加入者は500円）
大腸がん検診 便潜血反応検査 40歳以上、500円（市の国保加入者は250円）

肺がん検診 胸部エックス線検査 40歳以上、400円（市の国保加入者は200円）、
問診により喀痰（かくたん）検査あり

子宮がん検診（女性） 子宮頸部細胞診 20歳以上の女性（2年に 1回偶数歳）、700円（市の国保加入者は350円）
乳がん検診（女性） マンモグラフィー検査 40歳以上の女性（2年に 1回偶数歳）、700円（市の国保加入者は350円）
前立腺がん検診（男性）血液検査（PSA 値測定） 50歳以上の男性、500円（市の国保加入者は250円）

その他の
健（検）診

国保特定健診 身体計測、血圧、血中脂質、
肝機能、血糖、尿検査な
ど

40歳～ 74歳の国保加入者、無料（生活習慣病の早期発見早期治療に着目
した健診、対象者には受診券が送付されます）

後期高齢者健診 後期高齢者医療制度加入者、無料（生活習慣病の早期発見早期治療に着目
した健診、対象者には受診券が送付されます）

結核検診 胸部エックス線検査 65歳以上、無料

節目健診

胃がんリスク検診 血液検査 40歳、45歳、50歳、55歳（ピロリ菌感染の有無や胃粘膜の状態を検査）
無料（対象者に無料受診券を送付）

成人歯科健診 歯周疾患検査
30歳、40歳、50歳、60歳、70歳
（歯周疾患の早期発見、口腔内の健康度のチェック）
無料（対象者に無料受診券を送付）健診後の治療費は自己負担。

骨密度検診 (女性） 骨密度測定 40歳、45歳、50歳、55歳、60 歳、65歳、70歳の女性
300円

肝炎ウイルス検診 血液検査（HCV 抗体検査・
HBs 抗原検査）

40歳（B型・C型ウイルス検査や治療を受けたことがない人）
500円

弘前市医師会健診センター
胃・大腸・肺・子宮・乳・前立腺がん検診、骨密度検診、結核検診、肝炎ウイルス検診、胃がんリスク検診、国
保特定健診、後期高齢者健診が受診できます。☎フリーダイヤル 0120・050・489、平日午前8時から午後4
時（正午～午後１時を除く）へ。

市内医療機関 胃・大腸・子宮・乳・前立腺がん検診、骨密度検診、結核検診、肝炎ウイルス検診、胃がんリスク検診、国保特定健診、
後期高齢者健診は、各医療機関でも受診できます。詳細は「健康と福祉ごよみ」をご覧ください。

★受診場所

教えて！たか丸くん
クイズの答え

※質問は
12ページに掲載。

 

　広報ひろさき 12月 15日号の表
紙に掲載している「年末年始・１月
の休日在宅当番」の内科において、
日程の変更がありました。正しくは
下表の通りです。利用の際はご注意
ください。

内　科　（診療時間…午前９時～正午）
12 ／
31

伊東内科・小児科クリ
ニック（元長町）

☎32・0630

1／7 千葉胃腸科内科医院
（石渡３）

☎36・7788

14 さがらクリニック（桔
梗野１）

☎37・2070

21 沢田内科医院（茂森新
町１）

☎37・7755

28 弘前温泉養生医院（真
土）

☎82・3377

年末年始・１月の
休日在宅当番
変更のおしらせ（内科）

答えは、③の弘前マイスター認
定制度だよ。弘前リードマン制
度は地域づくりに活躍している
優れた人を認定する制度で、ど
ちらも講師として学校などに派
遣することもできるから、興味
がある人はぜひ申し込んでみて
ね。
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２月１日号の投稿募集
２月生まれ写真募集中！

…お題から自由に発想して、一句ひね
ってみてください。
▼応募方法　次の事項を記入し、１月
９日（必着）までに、郵送、持参、フ
ァクスまたはＥメールで応募を。
①住所・氏名・ペンネーム（希望者の
み）・電話番号　
②川柳（１人一句まで）
※なお、応募多数の場合は、採用され
ない場合もあります。E メールで応募
の際は、件名に「川柳」と記入をお願
いします。

★対象　平成30年２月に１歳の誕生日を迎える市
内在住の子
★掲載内容　子どもの写真・氏名（ふりがな）・生
年月日・住所（町名まで）
★応募方法　①子どもの写真１枚（プリント・デ
ータのどちらか）に、②子どもの氏名（ふりがな）・
生年月日・性別、住所、保護者氏名、電話番号を
記入したものを添えて、１月９日（必着）までに、
郵送、持参またはＥメールでご応募ください。E メ
ールで応募の際は、件名に「子どもの写真」と記
入をお願いします。
※なお、件名の記入や必要事項に漏れがあると、掲
載できない場合がありますので、ご注意ください。

★問い合わせ・応募先　広聴広報課（〒 036・8551、上白銀町１の１、市役所 2階、
☎ 35・1194、ファクス35・0080、Ｅメール kouhou@city.hirosaki.lg.jp）

１歳の記念に写真を
掲載してみませんか。
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ち
ゃ
ん

見
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見
て
と
は
し
ゃ
ぐ
孫
の
積
み
木
ビ
ル	

に
い
お
か
　
洋
子

空
気
見
て
恋
人
つ
な
ぎ
初
詣
で	

琵
琶
子

見
て
み
た
い
た
か
丸
君
の
お
嫁
さ
ん	

佐
藤
　
敬
一
郎

二
才
の
孫こ

見
よ
う
見
ま
ね
で
フ
ラ
ダ
ン
ス	

鎌
田
　
テ
ル

本
丸
に
見
事
に
出
来
た
写
楽
の
絵	

藤
代
　
藤
子

岩
木
山
の
頂
を
見
据
え
て
昇
る
龍	

山
茶

年
あ
ら
た
見
栄
は
お
あ
ず
け
堅
実
に	

福
士
　
長
五
郎

見
て
触
れ
て
雪
に
子
の
夢
無
限
大	

い
く
ち
ゃ
ん

見
違
え
て
娘
と
わ
か
ら
ず
御お

辞
儀
す
る	

岡
田
　
喜
光

石
いしおか

岡 美
み あ

杏ちゃん
H29.1.10生（下湯口）

成
なりや

谷 想
そう

ちゃん
H29.1.25生（浜の町西1）

 

小
お さ な い

山内 煌
ひかる

くん
H29.1.23生（高杉）

 

瀬
せがわ

川 瑳
さ く

久くん
H29.1.14生（清原4）

 

竹
たけうち

内 優
ゆ う ま

真くん
H29.1.30生（国吉）

相
そうま

馬 実
み ら

良ちゃん
H29.1.5生（城東2）

神
じん

 一
いっきょう

恭くん
H29.1.5生（樹木1）

紺
こんの

野 澪
み お り

李ちゃん
H29.1.25生（小比内１）

 

工
くどう

藤 理
り ひ と

人くん
H29.1.15生（広野2）

 

羽
は ば

場 綺
あ や ね

音ちゃん
H29.1.17生（小友）

 

佐
さ さ き

々木 大
だ い と

斗くん
H29.1.14生（小友）

 

佐
さ さ き

々木 唯
ゆ い な

奈ちゃん
H29.1.25生（城西5）

 

竹
たけや

谷 つばさちゃん
H29.1.29生（堀越）

 

佐
さ さ き

々木 柚
ゆ ず か

叶ちゃん
H29.1.26生（田園5）

 

工
くどう

藤 聡
そ う ご

悟くん
H29.1.14生（青樹町）

 

丹
たんどう

藤 大
は る と

翔くん
H29.1.31生（外崎5）

 

遠
とおしま

嶋 愛
あ い か

佳ちゃん
H29.1.13生（撫牛子2）

 

木
きむら

村 彩
あ や と

斗くん
H28.12.20生（大開1）

 

工
くどう

藤 柚
ゆ ず き

季ちゃん
H29.1.23生（桔梗野1）

 

上
かみあきと

明戸 朝
あ さ ひ

陽くん（左）・陽
ひ な た

向くん（右）
H29.1.18生（取上5）

Happy Birthday to you!

通 信

12月生まれ
通 信

１月生まれ

 

伊
いとう

藤 心
こ は る

陽ちゃん
H29.1.25生（小栗山）

岡
おかもと

本 葵
あおい

ちゃん
H29.1.23生（百田）
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✂
食改さん
おすすめ
レシピ

レンコンのおすすめレシピ　レンコンすりごま煮
File.73 弘前市食生活改善推進員会

30

■１人分の栄養量 ： エネルギー／ 114kcal、タンパク質／ 2.7g、カルシウム／ 101mg、食塩相当量／ 0.5g

①レンコンはよく洗い皮をピーラーでむき、薄く２ミリ幅のイチョウ切りにし、そ
のままなべに入れる。

②なべにレンコンと酒を入れ、弱火でふたをして
２～３分煮る。レンコンがすき通ったら、みりん、
めんつゆ、黒すりごまを加え木べらでからめな
がら中火で２～３分くらい煮る。

　レンコンのでんぷんがとろりとなり、ごまの香
りが出たら出来上がり。

 
材料（4 人分）

レンコン…………… 200g
酒…………………… 50ml
みりん……………大さじ 2
めんつゆ…………大さじ 1
黒すりごま………大さじ 4

●レンコンのでんぷん質を利用するため、切ってから水洗いしないことがポイントです。
●レンコンは縁起の良い野菜です。お正月だけでなく冬に家庭で食べてほしいおすすめの健康食材です。
●常備菜として、冷蔵庫で４～５日保存できます。

ポイント！

青森県民にとって最も身近な食材、「り
んご」。りんごの歴史から育て方、レシピ、
おいしいりんごの見分け方までこの一冊
に掲載。あなたの知らないりんごの秘密
がわかるかも。（弘）（岩）

続・10歳の質問箱
なやみちゃん、絶対絶命！
日本ペンクラブ「子どもの本」委員会 編
鈴木のりたけ 絵、小学館

リンゴを食べる教科書
丹野清志 著、池田友子 料理制作
ナツメ社

コーヒーの基礎知識から、最高のコーヒ
ーの淹れ方、便利なコーヒーグッズや日
本の人気コーヒーショップなど、写真と
共に分かりやすく紹介。コーヒー好きの
方におすすめの一冊。（岩）

思わず“きゅん”としてしまう、毛がふ
さふさ・ふわふわな動物の写真が満載 !!
ペットと仲良くなるコツや感動のお話な
どを収録。親子で楽しめ、かわいらしい
姿に心も癒される図鑑。（こ）

人間が蒔いた種が、鳥や虫や動物、風
や水によって運ばれ、いろんな場所で根
付き、命はどんどんつながり広がってい
き･･･地球という大きな庭がつくられて
いく様子を描いた絵本。（弘）（こ）

わたしたちのたねまき 
キャスリン・O・ガルブレイス 作
ウェンディ・アンダスン・ハルパリ
ン 絵　梨木香歩 訳、のら書店

Coffee Complete
枻出版社

もふもふ動物
今泉忠明 監修、学研プラス

ＮＥＷ　ＢＯＯＫＳ　ＣＯＭＩＮＧ ＵＰ 弘前市立図書館近着図書紹介

10歳前後の子どもたちの「なぜ？」「ど
うして？」の素朴な疑問を、映画や音楽
などの分野で活躍する著名人が分かりや
すく回答してくれる。「10歳の質問箱」
の第２弾。（弘）（岩）

各図書館の休館日

◆弘前図書館（下白銀町）☎32・3794
毎月第３木曜日（祝日の場合は翌日に振
替）、年末年始、蔵書点検期間
◆岩木図書館（賀田１丁目）☎82・1651
毎週月曜日、年末年始、蔵書点検期間
◆こども絵本の森（ヒロロ内）
☎35・0155
毎月第３木曜日（祝日の場合は翌日に振
替）、蔵書点検期間
◆相馬ライブラリー（相馬やすらぎ館内）
☎84・2316
毎週水曜日、年末年始、蔵書点検期間

◆所蔵館の情報は（　）で表示しています。（弘）: 弘前図書館／移動図書館　（岩）: 岩木図書館　（こ）: こども絵本の森　（相）: 相馬ライブラリー

What'
s シードル
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♥もっと②　弘前！！ 学生企画コーナー

明けましておめでとうございます！今年もひろ♡レポをよろしくお願いし

ます♪さて、新たな 1年のスタートということで、新年会などお酒を飲む

機会も増えるのではないでしょうか。皆さんは「シードル」というお酒を

ご存知ですか？弘前では県産のりんごを使ったさまざまなシードルが作ら

れています。そこで今回は弘前シードル工房 kimori さんを取材してきま

した。

シードルとは、りんごを原料
にして作られたスパークリン
グワインのことです♪

弘前シードル工房kimori

清水富田字寺沢（弘前市りんご

公園内）／ TEL  88-8936

りんご農家の後継者

不 足 が 深 刻 化 し て

います。そこでりん

ご農家の魅力を伝え、

弘前のりんごを守っ

ていきたいという思

いからkimor i を作

りました。また、み

んなが集まるところ

にお酒があって乾杯

できたら素敵だなと

いうことで、シードル

を作るきっかけとな

りました。

kimori シードルは、ろ過

していないことが特徴で、

生のりんごに近い状態で

楽しめます！

kimori では、音楽イベントや

りんごの花祭りなどのイベント

を年に数回行っています。りん

ご畑に遊びに来てもらい、よ

り多くの人にりんごを身近に

感じてもらいたいと考えてい

ます。

「りんご農家と興味のある人とのマッチングをしたい」と話す高橋さん。青森のりんごを受け継いでいくためには新た

な世代の掘り起こしが鍵となる…。そのために、“みんなの集う場になるように”という思いをこのkimori に込めまし

た。kimoriでは、これからもシードルの製造･販売を始めとして、多くの方のお越しをお待ちしております！

建物がとってもオシャレなkimori！中に入ると、実際にシードルを作っている様子を見ることができ
ます。また、取材を進める中で、高橋さんのりんごと青森に対する熱い想いがとても伝わってきました。
時間があるときは高橋さんのお話が直接聞けるので、皆さんもぜひ足を運んでみてください！！

 ひろ♡レポとは…若者目線で弘前のことを伝えようと発足された、広報ひろさきで学生企画コーナーを担当する女子大生
グループです。Facebook（http://www.facebook.com/hiro.reporters）もやってます！興味のある人はどうぞ（^ *^）

編集
後記

kimori オーナー

高橋哲史さん
にインタビュー

弘前のお酒で乾杯しよう！！

Q.なぜkimoriをはじめたの？

これからの目標

りんご農家の熱い想いが詰まった

kimori シードルに密着！

昔から、りんご収穫への感謝の気持ちを込めて、すべ

て収穫するのではなく畑の神へのお供え物として木に

一つりんごを残しておく風習があります。こ

の風習を“木守り（きもり）”と呼び、今後も

この風景が続いていって欲しいという思いの

もと、「kimori」と名付けたそうです。

kimoriの由来



※（ ）内は前年同期間の回収実績

 衣類・小型家電の回収実績（４月～９月の累計）

衣類
47,025㎏

（26,824㎏）

小型家電
2,641㎏

（1,781㎏）

たか丸くんの　ごみ減量速報

平成29年 10月のごみ排出量 5,549t

１人１日当たりのごみ排出量
（４月～10月の累計から換算）

平成29年 1,054g
平成 28年 1,054g
差    0g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物は容器包装、古紙類、再生資源回収運
動、拠点回収、ボックス回収の合計）

平成 29年 平成 28年 ごみ減量成果

総排出量 40,696t 41,242t 546t 減
燃やせるごみ  33,788t     34,186t  -398t　
燃やせないごみ    1,215t    1,100t     +115t　
大型ごみ    1,902t    2,037t     -135t　
資源化物    3,791t    3,919t    -128t　

弘前市のごみ全体の排出量（４～９月の累計）

弘前市の燃やせるごみの総排出量
73t 増

（昨年同月比）

 

衣類・小型家電の回収に
協力してくれてありがと
う！おかげで昨年度以上
の回収量となっているよ。
平成30年１月４日から市
内の出張所窓口でも衣類
回収※を始めるよ！
出張所窓口では小型家電
も回収しているから使わ
なくなった衣類・小型家
電を持ってきてね！
※高杉出張所については、
高杉ふれあいセンターに
ある衣類回収ボックスを
利用してね。

■問い合わせ先　環境管理課資源循環係（町田字筒井、☎35・1130）

ｈｉｒｏｓａｋｉ
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■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。

 

雪の提供にご協力を

　まつりの雪像などを作るため、除
排雪した雪が必要です。
▽搬入期間　１月 19日～ 21日の
午前９時～午後４時
▽搬入場所　弘前公園四の丸レクリ
エーション広場
▽注意　汚れていない雪をお持ちく
ださい。公園には「緑の相談所」側
の入り口から入り、係員または看板
の指示に従ってください。ただし、
園内の雪の状況で、搬入をお断りす
る場合もあります。
■問い合わせ先　観光政策課誘客推
進係（☎35・1128）

雪燈籠制作者を募集

　まつり運営委員会では、雪燈籠や
雪像、ミニ雪像、雪だるまの制作者
を募集しています。
▽制作期間　２月１日～８日
▽参加条件　制作費・用具などは制
作者が準備し、制作期間内に完成さ
せること
▽制作内容
①雪燈籠の制作者には、型枠、制作
手引きを用意／②雪像の制作者は、
主催者が設ける幅３ｍ、高さ４ｍの
雪柱を素材に制作／③ミニ雪像の制
作者には、型枠を用意。高さ２ｍの
雪像を制作／④雪だるまは高さ約
1.5 ｍのものを制作
※制作場所はまつり運営委員会が指
定し、配置図を後日送付します。
▽申込先　１月 10日までに、弘前
城雪燈籠まつり運営委員会（観光政
策課内）へ。

「弘前雪明り」
ボランティア募集

　まつり期間中、弘前公園北の郭で
開催される「弘前雪明り」の運営ボ
ランティアを募集します。園内を飾
るろうそくのほのかな明かりをあな
たの手でともしてみませんか。
▽日程と内容　２月９日～ 12 日、
昼の部（午後１時～５時）＝ろうそ
くを入れるカップへの雪詰めおよび
カップの会場内への設置など／夜の
部（午後４時～９時半）＝ろうそく
を入れるカップへの雪詰め、ろうそ
くの点火、来場者へのカップの配布、
終了後のカップの回収など
▽その他　謝礼や交通費、食事の支給・
提供はありませんが、弘前城無料入場
券を１枚進呈します。／屋外での作業
のため、防寒対策を忘れずに。
▽申込先　１月 30日までに、観光
政策課へ。

弘前城雪燈籠まつり

２月９日～ 12日

広
報
ひ
ろ
さ
き
は
環
境
に
や
さ
し
い

イ
ン
キ
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　弘前公園を会場に市民手作りのまつり「弘前城雪燈籠まつり」を開催します。今年
の大雪像は「市庁舎前川本館・新館」です。
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