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ｈｉｒｏｓａｋｉ
「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき
ｈｉｒｏｓａｋｉ

 「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。

　平成29年度の「弘前市顕彰規則による顕彰」の受賞者が決定
しました。この表彰は、長年にわたり、教育・文化・産業・経済
の振興など市政の発展に尽力した個人や団体の功績をたたえるも
のです。本年度は、６個人と１団体が晴れの栄誉に輝き、受賞者
には、顕彰状と金色に輝く卍（まんじ）をあしらったヒバの盾が
贈られました。
■問い合わせ先　政策推進課（☎40・7022）
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林　範
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士さん（67）

工
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花
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松　由

ゆ み こ
美子さん（75）

中
なか じ
路　重

しげゆき
之さん（66）

市政の進展、社会福祉の増進等に寄与 教育、文化等の振興に貢献

　「岩木健康増進プロジェクト」など
を通し、生活習慣病予防と健康の維持・
増進活動に努め、市民の健康意識向上
に大きく寄与しました。

　交通安全活動に積極的に取り組み、
当市における交通事故の抑止、市民の
交通安全思想の普及・高揚に大きく寄
与しました。

　樹木医として、全国に先駆けた「弘
前方式」と呼ばれる桜の管理技術を確
立させ、弘前の桜の知名度向上に大き
く寄与しました。

水
みずき
木　厚

あ つ み
美さん（78）

　野球を始めとするさまざまなスポー
ツに関する企画・立案に参画し、特
に今年度青森県内で 29年ぶりとなっ
た、プロ野球一軍公式戦の開催にも大
きく貢献するなど、市民のスポーツ振
興に大きく寄与しました。

弘
ひろさきさんきょくれんめい
前三曲連盟（木

き ば く ら
庭袋　雅

がこう
綱 会長）

　箏・三絃・尺八の各団体が流派の垣根を越えて相互
に技術向上、邦楽芸能の維持・継承の活動に努めたほ
か、市民文化祭を始め、県民文化祭・国民文化祭にも
参加するなど、当市の文化芸術の振興に大きく寄与し
ました。

　民生委員・児童委員として地域福祉
の向上に努めたほか、後輩民生委員・
児童委員の指導・育成にあたるなど、
社会福祉の向上に大きく寄与しまし
た。

工
くどう
藤　邦

く に お
男さん（90）

　歌人として短歌の創作活動を行うと
共に、自身が会長を務める短歌団体で
は、短歌文芸誌を 50年間発刊し、多
くの文芸愛好者に活動を発表する場を
提供するなど、当市の文化芸術の振興
に大きく寄与しました。

平成29年度

弘前市顕彰
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交通災害共済１日１円で、家族
に大きな安心を

　平成30年度の交通災害共済加入の受け付けが、２
月１日から始まります。毎年加入している人も、これ
まで加入していなかった人も、万が一に備え、家族そ
ろって加入しましょう。
【交通災害共済とは】
　全国どこで起きた交通事故でも、通院や入院、死亡
した場合に、災害の程度に応じて見舞金または弔慰金
を支給する制度です。
▽加入できる人　①市内に住民登録がある人／②市内
に住民登録がある人と生計を同じにしていて就労また
は修学のため市外に居住している人／③市外に住民登
録がある人で市内にある学校に通学している人
▽共済期間　４月１日～平成 31年３月 31日（４月
１日以降に加入した場合は、加入した日時から）
▽掛け金　１人 350円（４月１日以降に加入しても
同額）
▽申込先　都市政策課交通政策推進室（市役所３階）、
岩木・相馬総合支所民生課、各出張所窓口
※総合行政窓口（ヒロロスクエア内）、市民課城東分
室では受け付けできませんので、ご注意ください。
▽支給の対象となる交通事故　自動車同士の事故、歩
行中の自動車や自転車との接触事故、自転車走行中の
転倒による自損事故など
▽支給の対象とならない交通事故　歩行中の転倒や作

業中の事故（工事現場や農作業中の事故など）、無免
許運転や酒気帯び運転、自転車の２人乗りなどによる
事故、地震、強風などの天災が原因で発生した事故、
車両の乗り降りのときに起きた事故など
▽共済見舞金など　
○けがで通院や入院をしたとき＝見舞金３万円または
７万円（後遺障害が残ったときは50万円）
○死亡したとき＝弔慰金100万円
※交通事故証明書が発行されない場合は共済見舞金等
が支給されません。このような場合は、治療の期間に
関わらず「特例見舞金」として１万円を支給します。
▽請求期間　交通事故が発生した日から１年以内
▽請求に必要な書類　自動車安全運転センターが発行
する交通事故証明書（被災者名が確認できるもの）や
医師の診断書などが必要です。事故によって必要な書
類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
【交通事故にあったら必ず警察に届け出を！】
　交通事故にあった場合、必ず警察署または最寄りの
交番に届け出してください。同乗者や相手方がいない
自損事故、自転車等の単独転倒なども必ず届けましょ
う。届け出をしないと交通事故証明書が発行されませ
ん。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102）

 
シリーズ
国民健康保険の現状

ワンポイント
アドバイス

【医療費が高額になる前に】
　「仕事が忙しい」などの理由で健診を受けずにいたら、ある日突然倒れたり病気が進行し
ていることなどもあります。大病を患い入院生活を送ることになると、本人の負担も高額に
なります。年１回の特定健診や各種がん検診を受けて、早めの治療を心掛けましょう。

■問い合わせ先　国保年金課国保給付係（市役所１階、☎40・7047）

【当市の国民健康保険の医療費の状況】
　今回は、平成 27年度から昨年 10月までの国保加
入者の１件あたりの医療費の状況についてお知らせし
ます。当市の国民健康保険の医療費は、平成27年度
の途中から高額な薬が保険適用されたため、１件ごと
の医療費も高額になりましたが、平成27年度に保険
適用された薬が薬価改正によって減額されたことによ
り、平成 28年度は１件につき約 1,000 円ほど減少
した月もあり、落ち着いた状況になりました。ただし、
医療の高度化などに伴って医療費は高額化の傾向にあ
り、平成29年度の１件あたりの医療費も増加の傾向
にある状況です。

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

弘前市の国民健康保険

1件あたりの医療費の推移

平成27年度 平成28年度 平成29年度

弘前市の国民健康保険 1件あたりの医療費の推移

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

弘前市の国民健康保険

1件あたりの医療費の推移

平成27年度 平成28年度 平成29年度

（円）

介護保険料に関するお知らせ
　65歳以上の人（今年到達する人を含む）で、無収
入または遺族年金や障害年金などの非課税年金のみの
収入の人は、配偶者控除または扶養控除の適用を受け
ていても、市・県民税の申告が毎年必要です。
　また、過去の分を申告していなかった場合、申告す
ることによりさかのぼって介護保険料が減額となる場
合があります。

▽申告に必要なもの　印鑑（スタンプ印不可）と次の
①～③のいずれか　
①マイナンバーカード、②通知カードと本人確認書類
（運転免許証、健康保険証、障害者手帳など）、③個人
番号（マイナンバー）入りの住民票と本人確認書類
■問い合わせ先　介護福祉課介護保険料係（☎
40･7049）

　市民総ぐるみで取り組む、いじめや虐待のないあ
ずましいまちづくり運動として、「あいさつ運動、
ことばをかけて見守る運動」を冬休み明けに実施し
ます。登校時間帯に合わせて、自宅前等での子ども
たちへの明るい言葉掛けに、ご協力ください。　
　子どもたちが安心して過ごせる弘前であるため
に、ぜひ市民みんなで見守っていきましょう。
▽実施時間帯　午前７時15分～８時の登校時間帯
■問い合わせ先　学校指導課（☎82・1644）

あいさつ運動、ことばを
かけて見守る運動

いじめや虐待のないまちづくりにご協力を！

「あいさつ運動、ことばをかけて見守る運動」
の効果

☆地域に「自分を知っていてくれる人」「自分が知っ
ている人」がいることで、子どもたちに「地域に見
守られているという安心感」が生まれます。
☆子どもたちの行動に気を配ることにより、いじめ
や虐待の未然防止・早期発見・早期対応が可能とな
ります。

不明な点は
問い合わせを

所得税・市民税県民税の申告の受け付けが
始まります

税の申告を
忘れずに

　平成 30年度（平成 29年分）の所得税・市民税県
民税の申告が、各出張所地区では１月26日から、市
役所では２月２日から始まります。申告の日程など、
詳しくは本紙と同時配布の「平成30年度市民税県民
税申告のお知らせ」をご覧ください。
　なお、申告の際は申告書へのマイナンバーの記入およ
び申告者の本人確認書類（身元確認書類とマイナンバー
確認書類）の提示または写しの添付が必要となりますの
で、忘れずに持参してください。
■問い合わせ・提出先　市民税課市民税第二・第三係
（市役所２階、〒 036・8551、上白銀町１の１、☎
40・7025、40・7026）
【所得税・消費税確定申告書作成会場の開設】
▽とき　２月16日～３月 15日（土・日曜日を除く）
　　　　午前９時～午後４時

▽ところ　市立観光館（下白銀町）１階多目的ホール
※２月15日までは弘前税務署で対応しますが、混雑
が予想されますので、市立観光館での開設期間にご利
用をお願いします。また、市立観光館駐車場を利用し
ても無料駐車券の発行はしませんので、ご了承くだ
さい。
■問い合わせ先　弘前税務署個人課税第一部門（本町、
☎ 32・0331、自動音声により案内しますので、案
内に従って番号を選択してください）

●強化期間　１月16日（火）～19日（金） ●市内一斉取組日　１月17日（水）
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各出張所窓口で衣類回収を始めました

　市内10カ所に設置している衣類回収ボックスの利
用増加に伴い、各出張所窓口でも家庭で不用になった
衣類の回収を始めました。ビニール袋に入れて、出張
所窓口の職員へ渡してください。
※高杉出張所では対面回収を行いません。併設のふれ
あいセンターに設置の衣類回収ボックスをご利用くだ
さい。
▽受付時間　平日の午前８時半～午後５時

回収するもの 回収しないもの
スーツ、シャツ、セーター、
スカート、ズボン、ジー
ンズ、Tシャツ、ワンピ
ース、パジャマ、コート、
ジャージ、子供服、帽子、
ネクタイ、マフラー、ハ
ンカチ、和服（帯）、シー
ツ、タオル など

皮・金属製品、制服、作
業着、下着、ストッキン
グ、ベルト、靴、スリッ
パ、カバン、アクセサリー、
毛布、布団、枕、クッシ
ョン、ぬいぐるみ など

家庭で不用になった水銀製品を回収します

　家庭で使わなくなった水銀温度計、水銀体温計、水
銀血圧計の回収箱を設置しました。
▽回収場所　環境管理課（町田字筒井）、環境管理課
分室（市役所３階）、市民課駅前分室（ヒロロ３階）、
市民課城東分室（総合学習センター内）、岩木総合支
所民生課、相馬総合支所民生課、各出張所窓口
▽回収方法　設置している緑色の回収ボックスに入れ
てください。箱に入らないものは窓口の職員へ渡して
ください。
※事業所（病院、学校、保育園等）から出るものは対
象外。

環境ニュース環境ニュース
■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎35・1130）

　当市では、障がい福祉計画第５期計画の策定を目指
しており、このたび、計画（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。
▽募集期間　１月15日～ 29日（必着）
▽計画（案）の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧（土・日曜日を除く）
福祉政策課（市役所１階）、岩木総合支所総務課（賀
田１丁目）、相馬総合支所民生課（五所字野沢）、市民
課駅前分室（駅前町、ヒロロ３階）、市民課城東分室（末
広４丁目、総合学習センター内）、各出張所
▽対象　①市内に住所を有する人／②市内に事務所ま
たは事業所を有する個人および法人その他の団体／③
市内に勤務する人／④市内の学校に在学する人／⑤本
市に対して納税義務を有する人、または寄付を行う人
／⑥本計画（案）に利害関係を有する人
▽提出方法　指定の様式または任意の様式に、住所、
氏名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、在住・
在学の別（任意様式の場合は対象①～⑥のいずれか）、

件名（任意様式のみ、「弘前市障がい福祉計画第５期
計画（案）への意見」など）を記入の上、次のいずれ
かの方法で提出を。
❶郵送…〒036・8551、上白銀町１の１、福祉政策
課あて
❷福祉政策課へ直接持参（土・日曜日を除く）
❸ファクス…32・1166
❹Ｅメール…fukushiseisaku@city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…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
※記入漏れがある場合は意見として受け付けませんの
で、ご注意ください。また、電話など口頭では受け付
けません。
▽意見の公表など　寄せられた意見などは、計画策定
の参考とするほか、後日集約し、住所・氏名を除き、
対応状況を市ホームページで公表します。なお、個別
回答はしませんので、ご了承ください。
■問い合わせ先　福祉政策課（☎40・7036）

弘前市障がい福祉計画第５期計画（案）への
意見募集（パブリックコメント）

意見や提案を
お寄せください

弘前市景観阻害屋外広告物等除却事業費補助金広告物の除去に
かかる経費に補助

　弘前市は、平成29年３月に国土交通省から「景観
まちづくり刷新モデル地区」に指定されました。
　その地区内において、良好な景観づくりと観光客の
効果的な誘導を促進するため、景観を阻害する屋外広
告物の除却に要する経費に対し、予算の範囲内で補助
金を交付します。
▽補助対象となる屋外広告物　「景観まちづくり刷新
モデル地区」内に設置されている屋外広告物等のうち、
次のいずれかに該当するもの
①弘前市屋外広告物条例に基づく許可を受けているも
の
②適用除外に該当する広告物で、許可不要となってい
るもの

▽補助対象者　対象広告物等の所有者または管理者
▽補助対象経費　対象広告物等を除却するために必要
な経費で次に掲げるもの
除却費、処分費、運搬費、安全費、除却にあたり最低
限必要な仮設費および復旧費
▽補助率・補助限度額　補助対象経費の実支出額の
10分の９に相当する額または 189万 5,000 円のい
ずれか少ない額（1,000円未満切り捨て）
※「景観まちづくり刷新モデル地区」の区域や手続き
の方法など、詳細は市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ・申請先　都市政策課（市役所３階、☎
35・1134）

△回収ボックス

 
　今回の起点は、紺屋町にある弘前明の星幼稚園。ここの庭は
国登録記念物の大石武学流庭園①『旧菊池氏庭園』です。ここ
から東に進むと県指定の②『旧伊東家住宅』などがある国選定
の仲町伝統的建造物群保存地区、国指定の③『石場家住宅』、津
軽藩ねぷた村内には市指定の④『揚

よう き え ん よ う き あ ん

亀園揚亀庵』と国登録の揚
亀園があります。さらに東へ進むと、⑤『熊

くまのおくてるじんじゃ

野奥照神社』には
市指定の板碑や石

せきぞうこまいぬ

造狛犬、⑥『弘前八幡宮』には市指定の板碑
や小野家墓所の板碑と石造狛犬があります。２対の狛犬は阿

あ う ん

吽
一対で、石質や形状などが酷似するとともに、左前足には「寛
文四年（1664）卯月吉日」の紀年銘が同じく刻まれています。
石材が福井県の笏

しゃくだにいし

谷石であることなどから、江戸時代の日本海
交易を示すものとしても興味深い狛犬といえます。この界隈は、
今から約370年前に描かれた「弘前城の絵図」（市立博物館展示）
を見ると、寺社を除き⑦『大

お お く ぼ ぜ き

久保堰』（右斜線）が城下町の北限
であったことが分かります。その後まもなく現在の春日町が町
割りされるものの、明治４年（1871）の絵図と比較しても大
きく変化することはなく、近代に至ったことが分かります。
■問い合わせ先　文化財課（☎82・1642）

文化財のまち 弘前 de ぶらぶら

第３回  城の北域界隈

城の北域界隈

※「弘前の文化財」（600円・市立博物館で販売）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。

石造狛犬
（左：熊野奥照神社、
右：弘前八幡宮）

●④

●⑥

旧菊池氏庭園●①
旧伊東家住宅

石場家住宅
●②

●③
揚亀園揚亀庵

熊野奥照神社

大久保堰●⑦

弘前八幡宮

弘前公園

●⑤

　さくらまつりおよびねぷたまつり期間中に旅行者
が民家に宿泊できる「イベント民泊」を実施します。
これに伴い自宅を提供できるホストを募集します。
県外の人と交流したい人、空き部屋を活用したい人
はどうぞこの機会をご活用ください。
▽募集期間　１月15日～２月 14日
▽申し込み方法　郵送、Eメール、ファクスまたは

持参で申し込みを。
※申請書等は観光政策課（市役所５階）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。
■問い合わせ先　観光政策課（〒 036・8551、
上白銀町１の１、☎ 35・1128、ファクス 38・
5867、Ｅメールkankou@city.hirosaki.lg.jp）

イベント民泊自宅提供者（ホスト）募集
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認知症初期集中
支援チームを設置

支援内容
　認知症が疑われる人やその家族を訪問して、心配事
や困り事などの話を伺った上で、適切な医療やサービ
スが受けられるように支援を行います（最長 6カ月
間を目安にサポート）。
●専門医療機関の紹介
●介護サービスなどについての説明や利用支援
●生活する上でのケアやアドバイス
●介護者へのサポート　など

対象
　在宅で生活している40歳以上の人で、認知症が疑わ
れる人または認知症の人で次のいずれかに該当する人
●認知症疾患の診断を受けていない、または治療を中
断している人 
●適切な介護サービスを受けられていない人 
●医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の
症状により家族や関係者が対応に困っている人　など 
 

地域包括支援センター
（認知症地域支援推進員）

または
介護福祉課

チーム員が自宅へ訪問
・認知症の人へのかかわり
方や対応方法をアドバイス
・必要な医療や介護福祉
のサービスの検討　など
　

必要に応じて専門医
療機関へ受診の促し
や調整　など

地域包括支援セン
ター、かかりつけ医、
介護、福祉関係の専門
職へ引き継ぎします。

■問い合わせ先　介護福祉課自立・包括支援係（市役所１階、☎40・4321）

認知症は早期発見と早期受診が大切です

　平成 29年 12 月に「認知症初期集中支援チーム」
を弘前市第三地域包括支援センター（弘前静光園内）
に設置しました。「認知症初期集中支援チーム」とは、
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り
住み慣れた地域で安心して暮らせるように認知症の人
とその家族を支援する医療・介護・福祉の専門職によ
るチームです。

相談から支援の流れ

こんな事恥ずかしくて
相談できないな～。

本人 家族

認知症初期集中支援チーム

チームによる支援

相談 連絡

支援

引き継ぎ

安心して相談してください。

窓口 電話番号

弘前市第一地域包括支援センター
（第一中学区）

☎31・1203

弘前市第二地域包括支援センター
（第二中学区）

☎31・3811

弘前市第三地域包括支援センター
（第三中、南中学区〈松原小学区に限る〉）

☎39・2515

弘前市東部地域包括支援センター
（東中、第五中学区）

☎26・2433

弘前市西部地域包括支援センター
（津軽中、常盤野中、東目屋中学区）

☎82・1516

弘前市南部地域包括支援センター
（第四中、石川中、相馬中、南中学区〈松
原小学区を除く〉）

☎87・6779

弘前市北部地域包括支援センター
（裾野中、北辰中、新和中、船沢中学区）

☎95・2100

介護福祉課 ☎40・4321

▽相談依頼窓口

市政情報
Town Information

　   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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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）

弘前医療福祉大学短期大学部
県産食材を使った料理作品展・
卒業作品発表会

▽とき　２月３日（土）
　　　　午前11時半～午後３時
▽ところ　土手町コミュニケーショ
ンプラザ１階多目的ホールＡ
▽内容　食育福祉専攻１・２年生に
よる料理作品や教員・講師による師
範作品の展示など
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前医療福祉大学短期大学部食
育福祉専攻（葛西さん、☎ 27・
1001）

弘前工業高等学校定時制
第９回工業技術科展
　機械電気とインテリアの２コース
がある工業技術科の特色を生かした
卒業制作展も兼ねた作品展です。
▽とき　２月３日・４日の午前 10
時～午後５時
▽ところ　百石町展示館第１展示
室
▽内容　金属加工、LED装飾、家具、
模型作品などの展示
■問弘前工業高等学校定時制（鈴木さ
ん、☎32・6241）

日専連全国児童版画コンクール
弘前地区選作品展示発表会
▽とき　１月 26日～ 28日の午前
10時～午後７時（最終日は午後５
時まで）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽入場料　無料
■問 日専連弘前事務局（☎ 39・
2277、平日の午前９時～午後５時）

りんご公園
ウィンターフェスティバル
▽とき　１月 27 日・28 日の午前
10時～午後３時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）
▽内容　そり滑り、絵本読み聞か
せ、津軽昔語り、雪上レク、雪上プ
チSASUKE、雪上障害物競争など
を予定
▽参加料　無料
■問りんご公園（☎36・7439）

弘前大学大学院
人文社会科学研究科 
修士論文成果発表会

▽とき　１月 31 日（水）、午後４
時～７時（予定） 
▽ところ　弘前大学コラボ弘大（文
京町）８階八甲田ホール 
▽内容　２年生が完成させた論文・

第 12 回自然環境学習会
　ひろさき環境パートナーシップ
21（HEP21）では、市民の皆さん
に自然環境について知ってもらうた
め、学習会を開催します。
▽とき　１月20日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽内容　大学生や高校生、市民によ
るだんぶり池や県内で見られる動植
物についての研究発表
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問環境管理課環境保全係（☎ 36・
0677）

鳴海要記念陶房館の催し

◎「一陽来復（いちようらいふく）！」
▽とき　1月 21日までの午前９時
～午後４時（最終日は午後3時まで）
▽内容　日本画をベースとした絵画
の作品展
▽観覧料　無料
◎「古布と小物展」
▽とき　1月 24 日～ 29 日の午前
９時～午後４時（最終日は午後 3
時半まで）
▽内容　干支の小物やタペストリー
の展示
▽観覧料　無料
◎「電動ロクロを体験しませんか？」
▽とき　1月 26 日・
27日の午前 10時～
午後 3時
▽内容　電動ロクロ
を使った器作り
▽講師　小山陽久さ
ん、佐藤学さん（津軽千代造窯）
▽対象　小学生以上
▽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）

 イベント

 

 

　4月から、市立博物館・企画展の観覧料が下表のとおり変わります。な
お、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、今までどおり無料で観覧で
きます。
■問い合わせ先　市立博物館（☎35・0700）

市立博物館の観覧料が変わります

区　分 現　行 4 月から
一般 280 円 （210 円） 300 円 （220 円）
高校生・大学生・専門学校生 140 円 （100 円） 150 円 （110 円）
小・中学生 80 円 （40 円） 100 円 （50 円）

※（　）内は20人以上の団体料金。
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ア券 4,500 円（軽食・ソフトドリ
ンク付き）
▽入場券発売開始　1月 16日（火）
の午前10時～
▽入場券取扱場所　市民会館、弘前
文化センター、総合学習センター

■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）

※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。

弘前⇔十和田湖周遊
観光バス２月運行
～便利な観光バスで美しい十和田湖
冬物語を楽しみませんか～
▽運行日　２月の毎週土・日曜日、
祝日
▽コース　
①弘前出発コース＝往路…弘前バス
ターミナル発（午前９時半）～ JR
弘前駅～ JR大鰐温泉駅～小坂鉱山
事務所・康楽館～十和田湖着（午後
０時半）／復路…十和田湖発（午後
３時）～ JR大鰐温泉駅～ JR弘前
駅～弘前バスターミナル～土手町
（弘前パークホテル前）着（午後５
時50分）
②十和田湖出発コース＝往路…十和
田湖発（午前９時）～小坂鉱山事務
所・康楽館～ JR弘前駅着（午後０
時15分）／復路…JR弘前駅発（午
後２時半）～ JR大鰐温泉駅～十和
田湖着（午後４時半）
▽料金　片道3,500円、往復6,000
円
▽割引制度　大学生（短大・院生含
む）または 10人以上で利用する団
体は往復料金が3,500円
▽最少催行人数　２人
※利用７日前までに、申し込みが
必要。コースなどの詳細につい
ては「津軽なび」ホームページ
（http://www.tsugarunavi.jp/
shuttlebus/index.html）をご覧
になるか、問い合わせを。
■問弘前出発コース＝弘南バス観光
部（☎ 38・2255）／十和田湖出
発コース＝十和田タクシー（☎鹿角
0186・35・2166）

市民会館自主事業
スプリングダンスパーティ
in 弘前市民会館

　市民会館ホワイエでの社交ダンス
パーティを開催します。
▽とき　３月３日（土）、午後 5時
開演（開場は午後4時半～）
▽ところ　市民会館（下白銀町）ホー
ル棟2階ホワイエ
▽定員　100人（先着順）
▽入場料　一般 2,500 円、男女ペ

■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

時～３時（受け付けは午後０時半～）
▽ところ　ヒロロ４階市民文化交流
館ホール
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。電話か
ファクスで申し込みください。
■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）

弘前市景観フォーラム

　市の魅力ある景観資源や景観施策
を市民の皆さんにお知らせします。
▽とき　２月４日（日）、午後２時
～５時（受け付けは午後１時～）
▽ところ　市役所４階レストラン
Pomme～りんご～
▽内容　基調講演「国の景観施策」
…講師・国土交通省職員／特別講演
「人と建物が織りなす街並みの物語」
…講師・髙瀬雅弘さん（弘前大学教
育学部）／ジョナゴールドさん（り
んご娘）、清野さん（アルプス乙女）
を生徒に見立てたスクール形式の講
義…参加者・講演講師、鹿田智嵩さ
ん（路地裏探偵団）
▽定員　150人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。市役所駐
車場を無料で利用できます。
■問都市政策課（☎35・1134）

弘前大学 COI ヘルシー
エイジング・イノベーション
サミット 2018

　青森県の短命県脱却と健康寿命延
伸、生活の質と幸福度の最大化によ
る「寿命革命」の実現に向けて、産
学官金トップが討論します。
▽とき　２月９日（金）
　　　　午後１時～５時20分
▽ところ　アートホテル弘前シティ
（大町１丁目）プレミアホール
▽内容　中路重之さん（弘前大学特
任教授）、寺田直行さん（カゴメ代
表取締役社長）、浜内千波さん（料
理研究家）による講演のほか、産学
官民関係者によるパネルディスカッ
ションなど
▽定員　300人（先着順）
▽参加料　無料

■問２月２日までに、ファクスまた
はＥメール（氏名、会社名または
団体名、電話番号を記入）で、弘
前大学COI 研究推進機構（☎ 39・
5538、 ■Ｆ 39・5205、 ■Ｅ coi_
info@hirosaki-u.ac.jp）へ。

東京相馬会新年会

　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、
東京相馬会新年会に参加し、弘前へ
の移住促進に関する取り組みについ
て紹介します。首都圏に関係者の知
り合いがいる人は、周知のご協力を
お願いします。
▽とき　２月11日（日）
　　　　午後１時～
▽ところ　水月ホテル鷗外荘（東京
都台東区池之端３丁目）
■問２月１日までに、東京相馬会事務
局（成田さん、☎東京03・3690・
2528）へ。

高長根ファミリースキー場
第 14 回高長根スキー大会
▽とき　２月12日（月）
　　　　午前11時～午後 3時半
▽ところ　高長根レ
クリエーションの森
（高杉字神原）
▽種目　大回転
▽対象　保育園・幼稚園の年中児・
年長者、小学生＝ 100 人（傷害保
険加入者）
▽参加料　1,000円
■問参加料を添えて、２月３日の午後
5時までに、高長根レクリエーショ
ンの森（☎97・2627）へ。

青森ジョップス車イスバスケ
交流会 in 岩木山総合公園
▽とき　２月12日（月）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　岩木山総合公園体育館
（百沢字裾野）
▽内容　車イスバスケ用の車イスの
操作体験、ミニゲーム、エキシビジョ
ンゲーム観戦など
▽講師　車イスバス
ケットボールチーム
「AOMORI JOPS」
の選手・スタッフ

▽対象　小学生以上で障がいの有無
にかかわらず、車イスバスケット
ボールに興味のある人＝40人
▽参加料　無料
※見学のみの人は、事前の申し込み
不要。
■問２月７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、障がいの
有無を記入）で、岩木山総合公園
（ ☎ 83・2311、 ■Ｆ 83・2635、
■Ｅ info@iwakisansportspark.
com）へ。

弘前法人会　新春講演会

▽とき　２月 16 日（金）、午後４
時～５時半（開場は午後３時半）
▽ところ　フォルトーナ（和徳町）
▽内容　講演「おめでとう弘前觀櫻
會百周年」…講師・宮川慎一郎さん
（元弘前図書館長）
▽定員　200人（先着順）
▽入場料　無料
■問２月９日までに、弘前法人会（☎
36・8274、平日の午前９時～午
後５時）へ。

暴力から子どもを守るために
（公開ワークショップ）
　いじめ・誘拐・虐待・性暴力など、
さまざまな暴力から子どもを守るた
めに、できることを一緒に考えてみ
ませんか。
▽日程と対象　２月 17日＝中学・
高校生の保護者で暴力防止に関心の
ある人／２月 18日＝小学生以下の
子どもの保護者で暴力防止に関心の
ある人
～共通事項～
▽時間　午後１時半～３時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）第
１・２小会議室
▽講師　矢島宏美さん（長野県教育
委員、子ども・人権・エンパワメン
トCAPながの代表）
▽参加料　無料
■問 ２月 14 日までに、電話か E
メール（参加希望日、住所、氏
名、電話番号を記入）で、あおも
りCAPの会中弘南黒地区（佐藤さ
ん、☎携帯 090・9421・6159、
■Ｅ mitinoku2011_8@yahoo.
co.jp）へ。

 

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
２／11 のだ眼科・血管内科ク

リニック（神田３）
☎33・6611

25 坂本耳鼻咽喉科医院（南
瓦ヶ町）

☎33・6373

歯　科
２／４ 石岡歯科医院（松森町）☎32・1078
11 スクエア歯科（富田３

丁目）
☎39・4180

12 デンタルオフィスよし
だ（早稲田３）

☎26・2525

18 いちむら歯科医院（取
上２）

☎31・0756

25 くりの木デンタルクリ
ニック（新町）

☎88・7676

内　科
２／4 小堀クリニック（中野

２）
☎32・7146

11 さがらクリニック（桔
梗野１）

☎37・2070

18 五日市内科医院（植田
町）

☎35・4666

26 弘前温泉養生医院（真
土）

☎82・3377

ヒロロスクエアの催し

【伝統技術を体験しよう！】
①組子
▽とき　２月４日（日）、午前 10
時半～正午、午後１時半～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　くぎを使わず木と木を組み
合わせて模様を作ります
▽対象　小学生以上＝各回 30 組
（先着順、小学生は保護者同伴）
▽参加料　500円
②大王
▽とき　２月４日（日）、午前 10
時半～、午前 11時～、午前 11時
半～、午後１時半～、午後２時～、
午後２時半～
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽内容　弘前の伝統当物駄菓子くじ
「大王」を作ります　
▽定員　各回 10組（先着順、1人
での参加や親子での参加も可、小学
生以下は保護者同伴）
▽参加料　2個 500円
③津軽塗
▽とき　２月４日（日）、午後１時
～３時
▽ところ　ヒロロ３階イベントス
ペース
▽内容　ペンダントトップなど６つ
のアイテムから 1つを選んで作り
ます
▽対象　小学生以上＝ 20組（先着
順、小学生は保護者同伴）
▽参加料　800円
▽申し込み方法　①～③とも、１月
20日（土）から電話で申し込みを
【魔冬のサブカルフェスティバル】
　同人誌即売会やコスプレ撮影会な
ど入場無料で誰でも気軽に楽しめま
す。
▽とき　２月 10 日・11 日の午前
11時～午後７時（最終日は午後５
時まで）
▽ところ　ヒロロ４階市民文化交流
館ホール
【共に働き！共に子育て！夫婦ライ
フバランスのススメ！】
　杉山ジョージさん（秘密結社 主
夫の友）を講師とし、夫婦で協力し
て家事や育児をしていく生き方につ
いて楽しく学びます。
▽とき　２月 18 日（日）、午後１

▲市民会館ホワイエ
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弘前観桜会 100 周年記念

▽とき　４月 22 日（日）、午後
２時開演（開場は午後1時半～）
▽ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▽内容　小川有紀子さん主宰のハ
ナミズキ室内合奏団による演奏会
です（当市出身のオーボエ奏者・
西沢澄博さんも出演します）
※入場券を購入した中学・高校生
向けの無料レッスンも開催しま
す。申し込み多数の場合、抽選で
決定。
▽入場料　一般＝ 3,000 円／高
校生以下＝2,000円
※未就学児童入場不可。

▼

小
川
有
紀
子
さ
ん

▼

西
沢
澄
博
さ
ん

▽入場券発売開始　１月 12 日
（金）の午前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、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：22019）
■問い合わせ先　市民会館（☎
32・3374、第３月曜日は休み）

ハナミズキ室内合奏団コンサート
～小川有紀子とその仲間たち～

■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

球環境防災学科講師）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問岩木山を考える会（小堀さん、
☎ 87・1910 ／竹浪さん、☎携帯
070・6952・2614）

東北女子大学公開講座

▽とき　１月27日（土）
　　　　午前10時半～正午
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「本と心を読む楽しさ～星
の王子さま27の秘密～」
▽対象　中学生以上
※事前の申し込み無しでも、参加で
きます。
▽受講料　無料
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

雪崩講習会

▽とき　１月28日（日）
　　　　午前９時～午後３時
▽ところ　講習会…百沢スキー場
（百沢字東岩木山）レストハウス彩
／実技…百沢スキー場駐車場付近
▽講師　清野嘉樹さん（弘前勤労者
山岳会会長）

▽定員　20人程度
▽受講料　500円（当日徴収）
▽持ち物　昼食、筆記用具、屋外で
活動できる服装、ビーコン（無料貸
し出しあり）
※事前の申し込みが必要。
■問弘前勤労者山岳会（竹内さん、☎
携帯 090・7074・3979、午後６
時～８時、■Ｅ kndrm915@yahoo.
co.jp）

初心者陶芸教室

▽とき　２月３日・17 日・28 日
の午前 9時半～正午
▽ところ　サンライフ弘前（豊田1
丁目）
▽内容　初歩的な陶芸の解説と実技
▽定員　10人（先着順）
▽参加料　650 円（材料費、保険
料を含む）
▽持ち物　ふきん１～２枚、汚れて
も良い服装、エプロン
■問１月 31日までに、サンライフ弘
前（☎27・2811）へ。

現代セミナーひろさき

【ここが凄い！北海道・北東北の縄
文遺跡群】
▽とき　２月３日（土）
　　　　午後２時～３時半

雪山を歩こう！
スノーシューウオーキング
▽とき　１月～３月の毎週木曜日、
午前10時 15分～ 11時 45分
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）周辺
▽定員　20人
▽参加料　200 円（スノーシュー
使用料、傷害保険料を含む）
▽その他　弘前駅前・市立観光館前
より無料シャトルバスを利用できま
す。詳しくは問い合わせを。
■問各実施日の２日前までに、岩木山
総合公園（☎ 83・2311、■Ｆ 83・
2635）へ。
※２月８日・15 日、３月１日は、
特別プログラムを実施します（内容
や場所などは問い合わせを）。参加
希望者は実施７日前までに申し込み
ください。

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　１月20日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽テーマ　「つらい時こそ音楽と心
利楽（心理学）～キーワードは“楽”
お話しとミニミニコンサート～」
▽講師　鳴海敏之さん（みちのくエ
ンカレッジの会代表）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

岩木山の噴火のおはなし

▽とき　１月27日（土）
   　　　午後１時半～３時半
▽ところ　緑の相談所（下白銀町、
弘前公園内）集会室
▽内容　岩木山の噴火の歴史と今後
の見通し、万一噴火したときに岩木
山の植生に想定される事項など
▽講師　佐々木実さん（弘前大学地

▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽内容　講義「縄文遺跡群を世界文
化遺産に」「登録までとその後の展
望」…講師・中澤寛将さん（県世界
文化遺産登録推進室）
▽対象　市民＝30人（先着順）
▽参加料　無料
■問２月２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、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

第２回弘前市民・少年少女
スキー教室
▽とき　２月３日・４日の午前 10
時～午後３時（受け付けは午前９時
～）
▽ところ　大鰐温泉スキー場国際エ
リア（大鰐町虹貝字清川）
※現地集合・現地解散。受付場所は
雨池スキーコミュニティセンター２
階。
▽講師　ＳＡＪ全日本スキー連盟公
認指導員（弘前スキー倶楽部所属）
▽対象　小学生以上の市民（初心者
からエキスパートまで）
▽参加料（全２回）　3,000 円（傷
害保険料を含む。当日徴収）
▽申し込み方法　１月 16 日～ 29
日に、弘前市体育協会（下白銀町、
笹森記念体育館内）、タケダスポー
ツ弘前バイパス店（城東北４丁目）
またはスーパースポーツゼビオ弘前
高田店へ。
▽その他　スキー用具・リフト券な
どは各自で準備を。
■問弘前スキー倶楽部事務局（☎携帯
080・4519・2611）

バレンタインデー
お菓子作り教室
▽とき　２月９日（金）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽内容　バレンタ
インデー向けお菓
子作り（チョコ風
味のロールケー
キ）

※持ち帰り可。
▽対象　市内に勤務しているか住ん
でいる人でおおむね 35歳以上の人
＝10人（先着順）
▽参加料　1,000 円（材料代とし
て）
▽持ち物　エプロン・三角巾・ふき
ん・筆記用具
▽その他　締切日以降にキャンセル
した場合、参加料の返金はできませ
んのでご注意ください。
■問１月 31 日までに、勤労青少年
ホーム（☎34・4361）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【インターネット講座】
▽とき　２月 15 日・22 日の午前
10時～午後３時
※２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　インターネットの利用方法
など
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料

▽持ち物　筆記用具、昼食
■問１月 28日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800）
へ。

こぎん de おしゃれ
エコのれん作り教室
　伝統工芸のこぎん刺しと、使わな
くなった布やボタンなどでオリジナ
ルエコのれんを作ります。
▽とき　こぎん作り＝２月 17日の
午前９時半～正午／のれん作り＝２
月24日の午前９時半～正午
※２日間で１セットの講座です。
▽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　佐藤陽子さん（佐藤陽子こ
ぎん展示館）
▽対象　両日参加できる小学校５年
生以上の人＝ 20組（小学生の参加
は保護者の同伴が必要）
▽参加料　無料
▽申込受付開始　２月４日の午前９
時～
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36･3388、午前９時～午後
４時、月曜日は休み、月曜日が祝日
の場合は翌日が休み）

 教室・講座
 

　 
【スマートフォン向けアプリ『あおもりナビ』
を活用しませんか】
　公共交通を使いたい時、どのバスや電車に乗
ればいいか分からないという疑問を簡単に解決
してくれる青森県観光・交通案内ナビゲーショ
ンアプリ『あおもりナビ』を紹介します。

■問い合わせ先　都市政策
課交通政策推進室（☎ 35・
1124）

公共交通
利用の
ススメ②
　『あおもりナビ』は、バスと電車を組み合わせたルート検索、乗り換
え情報、所要時間、料金などの交通案内だけでなく、イベント情報や施
設情報も調べることができます。画面の地図上で経路が分かり、簡単に
操作できますので、ぜひお試しください。

あおもりナビ 検索

【ダウンロード方法】

⇒
または、下記のQRコードを読み取ってください。

iPhone 用
QRコード

Android 用
QRコード

App Store またはGoogle Play で



13ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８．１.１5

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

12

 

■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

を見て選んだ人と１対１でお見合い
をする支援をしています。お見合い
をお手伝いする出愛サポーターも随
時募集しています。
▽とき　１月28日（日）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室D
■問ひろさき広域出愛サポートセン
ター事務局（☎35・1123）

弘前で働く×暮らす
U・J・I ターン就職セミナー
～農業編～

　実際に弘前へＵターンし、働いて
いる人が自身の転職活動の経験や弘
前での働きがいをお話しします。
▽とき　１月28日（日）
　　　　午後２時～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）
■問 1 月 26 日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（氏名・連絡先
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。

河西体育センター
室内温水プール臨時休業
　室内温水プールのプールトイレ改
修工事および施設・設備のメンテナ
ンスを実施します。
▽休業期間　２月１日～28日
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

青森県特定（産業別）
最低賃金改正 
【使用者も労働者も必ずチェック！】
　青森県特定（産業別）最低賃金
が12月21日から改正されました。
金額などは次のとおりです。
①鉄鋼業＝時間額 855 円（改正前
835円）／②電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、情報通信
機械器具製造業＝時間額785円（改
正前 765 円）／③各種商品小売業
＝時間額 777 円（改正前 758 円）
／④自動車小売業＝時間額 817 円
（改正前798円）

　なお、県内で働くすべての使用者
と労働者に適用される「青森県最
低賃金」は 10月６日から、時間額
738円（改正前 716円）に改正さ
れています。
　詳しくは青森労働局ホームページ
でご確認を。
■問青森労働局賃金室（青森市新町
2 丁目、☎青森 017･734･4114、
■Ｈ http://aomori-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/）

平成 30 年度県立弘前高等
技術専門校入校生募集
▽募集科と定員　造園科＝ 15人／
配管科＝20人 
▽訓練期間　４月～平成 31年３月
（１年間）
▽応募資格　職業に必要な技能と知
識を習得したい人
▽試験日　２月15日（木）
▽試験科目　作文および面接
▽応募方法　２月７日までに、弘前
公共職業安定所（南富田町）にある
願書に記入し、同所に提出を。
■問県立弘前高等技術専門校（緑ヶ丘
１丁目、☎32・6805）

平成 30 年度県立障害者
職業訓練校入校生募集
▽募集科と定員　デジタルデザイン
科・ＯＡ事務科（身体障がい者対象）
＝各 15人／作業実務科（知的障が
い者対象）＝ 10 人
▽訓練期間　４月～平成 31年３月
（１年間）
▽応募資格　障がいが安定し、体力
的、精神的に１年間の訓練に耐えら
れ、就職を希望する人で、集団生活
に支障がなく、職業的自立が見込ま
れる人
▽試験日　２月16日（金）
▽応募方法　２月７日までに、弘前
公共職業安定所（南富田町）にある
願書に記入し、同所に提出を。
■問県立障害者職業訓練校（緑ヶ丘１
丁目、☎ 36・6882）

水道管の凍結にご注意

～真冬はこまめに水道の水抜きを～
　今年も冬の季節がやってきまし
た。この時期に気を付けたいのが水

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝２月 19日～ 22日／大型特殊
自動車運転免許証保有者（カタピラ
限定無し）＝２月19日・20日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝弘果弘前中
央青果・第三売場（末広１丁目）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）／②申請時に失
業中でハローワークに登録をして求
職している 35歳以上の人／③出稼
労働者手帳を所持している 18歳以
上の人
▽定員　各10人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円、大型特殊自動車運転
免許証保有者（カタピラ限定無し）
＝4,000円
（どちらも別途テキスト代1,620円
が必要）
▽申込期間　１月30日～２月６日
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証かハローワークカードまたは
出稼労働者手帳（有効期限内のも
の）、自動車運転免許証を持参して
ください。なお、代理人による申請
はできません。
■問商工政策課（☎35・1135）

１月26日は「文化財防火デー」
　大切な文化財を火災などの災害か
ら守るため、次の日程で消防訓練を
行います。訓練の際、消防車がサイ
レンを鳴らして走りますが、火災と
間違わないようご注意ください。
▽とき　１月26日（金）
　　　　午前10時～
▽ところ　弘前城天守（弘前公園内）
■問文化財課（☎82・1642）

ひろさき広域出愛サポート
センター１月休日登録会
　結婚を希望する独身男女が会員に
登録し、写真やプロフィール（匿名）

道管の凍結です。
　冬は、気温の低下により水道管の
凍結や破裂が予想されます。－４℃
以下になると、水道管が凍結し、破
裂することがありますので、こまめ
に水道の水抜きを行いましょう。ま
た、最近では電動の水抜き栓を設置
している家庭が増加していますが、
事前に使用方法を確認、誤操作に注
意し水抜きを行うようお願いしま
す。
　水道管が凍
結 ま た は 破
裂し、自分で
解氷できない
場 合 は、 早
めに市の指定
給水装置工事
事業者、また
は弘前管工事業協同組合（☎ 55・
6895）へ依頼してください。
■問上下水道部総務課給排水係（☎
55・6895）

津軽広域水道企業団
入札参加者申請受付
　平成 30・31 年度の申請を受け
付けします。希望者は受付期限まで
に提出してください。
▽対象　建設工事の請負／測量・設
計などの建設関連業務／製造の請負
や物件の買入など／清掃・保安など
の点検業務
▽有効期間　平成 30年８月１日～
平成32年７月 31日の２年間
▽受付期限　２月28日
▽申請方法　「指名競争入札等参加
資格申請書」に必要書類を添付して、
津軽広域水道企業団津軽事業部総務
課（〒036・0342、黒石市石名坂
字姥懐２）へ提出を。詳しくはホー
ム ペ ー ジ（http://www.tusui.
jp/）をご覧ください。
■問津軽広域水道企業団津軽事業部総
務課（☎52・6033）

栄養士（日々雇用）の募集

▽業務内容　市の健康づくり事業で
の栄養相談や栄養に関する講話・調
理実習
▽募集人数　２人　
▽勤務期間　４月１日～平成 31年
３月 31日（更新あり）
▽勤務日数　月５日程度
▽勤務時間　午前８時半～午後４時
のうち実働５時間程度
▽勤務場所　弘前市保健センターほか
▽応募資格　栄養士の資格があるお
おむね60歳までの人
▽選考方法　書類選考、面接
▽申込方法　１月 31日までに、市
販の履歴書に必要事項を記入し、事
前に電話連絡の上、健康づくり推進
課（弘前市保健センター内）へ持参
してください　
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

 その他
  

　市民手作りのお祭り「弘前城雪燈籠まつり」の期間
中、弘前公園北の郭（くるわ）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、弘前城無料入園券を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。

　弘前城雪燈籠まつりに先立って、雪燈籠制作の
ワークショップを行います。「雪燈籠を作ってみた
いけど、作り方が分からない」という人は、この機
会に雪燈籠を作ってみませんか。
▽とき　２月３日・４日の午後１時～４時
▽ところ　弘前公園
▽内容　市職員がサ
ポートしながら、５人
で１基の雪燈籠を制作
します。
※２日間で１基を制作
する予定ですが、いず
れか１日のみの参加も可能です。
▽対象　市民、今年の雪燈籠まつりでの雪燈籠制作
新規申し込み団体＝15人程度
※制作はのこぎりなどを使いますので、小学生以下
は保護者同伴で参加してください。
▽その他　制作用の道具は市で用意しますが、屋外
での作業となりますので、防寒具・手袋・長靴は各
自で準備してください／弘前公園には駐車場があり
ませんので、あらかじめご了承ください。

■問い合わせ・申込先　ともに、１月30日までに、観光政策課（☎35・1128）へ。

弘前雪燈籠まつり「弘前雪明り」
ボランティア募集

雪燈籠制作ワークショップ
参加者募集

「弘前城雪燈籠まつり」がまもなくやってきます
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■問市立病院（☎ 34・3211、内線
164、平日の午前８時半～午後５
時）

自衛官（予備自衛官補）募集

▽受験資格　一般＝ 18歳以上 34
歳未満の人／技能＝ 18歳以上 55
歳未満で国家免許を有する人
▽受付期間　４月６日（金）まで
▽試験日　４月14日（土）
※詳しくは、問い合わせを。
■問自衛隊弘前地域事務所（城東
中央３丁目、☎ 27・3871、■Ｅ
aomori.pco.hirosaki@rct.gsdf.
mod.go.jp）

200 年ほど前の弘前城の
絵図を知りませんか？
　市では、弘前城跡における史跡
整備の参考とするため、文化２年
（1805 年）に描かれた「御城郭分
間真図」に関する情報を探していま
す。絵図には、当時の弘前城内の
様子が描かれ、市立博物館が1984
年に刊行した『絵図に見る弘前の町
のうつりかわり』という図録に掲載
されていたものです。
　この絵図に似たものを持ってい
る、あるいはどこかで見聞きしたな
どの覚えのある人は、どんな小さな
情報でも構いませんので、ご連絡く
ださい。皆さまからの連絡をお待ち
しています。
 
 

■問公園緑地課（☎33・8739）

インフルエンザにご注意を

　季節性インフルエンザは、例年2
月ころ流行のピークをむかえますの

で、十分な注意が必要です。市内で
も患者報告数が増えていますので、
次のことを心掛けてください。なお、
かぜやインフルエンザに関する相談
も受け付けています。
【インフルエンザ予防対策】
①外出時はマスクを着用し、体調が
悪い時は人込みをなるべく避ける／
②帰宅したら手洗い・うがいをする
／③せき・くしゃみなどの症状があ
るときは、マスクを着用する／④過
労や睡眠不足にならないよう、また、
抵抗力を下げないよう、十分な栄養
や休養をとる／⑤室内が乾燥しない
よう気を付け、適度な湿度を保つ
【インフルエンザにかかったら】
①普通のかぜだと軽く考えず、マス
クを着用して早めに医療機関を受診
する／②外出を控え、安静にして、
休養や睡眠を十分にとる／③水分を
十分に補給する（お茶やスープなど
飲みたいもので構いません）／④せ
き・くしゃみなどの症状があるとき
は、周りの人にうつさないようにマ
スクを着用する／⑤無理をして学校
や職場へ行かない
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

架空請求にご注意を

　通販サイト事業者アマゾンなどを
かたり、携帯電話に SMS（ショー
トメッセージサービス）を送って、
金銭を支払わせようとする相談が多
く寄せられています。あせらず、ま
ずは冷静になることを心掛けましょ
う。
　相手には絶対連絡をせず、おかし
いと思ったらまず相談しましょう。
■問市民生活センター（駅前町、ヒロ
ロ３階、☎ 34・3179、午前８時
半～午後５時、月曜日は休み）

マイナンバー～個人番号カードの
交付申請をした人へ～
　個人番号カードの交付申請をした
人へ、市民課から順次交付通知書を
送付しています。届き次第、記載の
交付場所へおいでください。なお、
記載場所以外での受け取りを希望す
る人は、事前に下記までご連絡くだ
さい。
　交付を受ける際は、交付通知書と
本人確認書類（※）、住民基本台帳
カード（お持ちの人のみ）を用意し、
市民課または岩木地区の人は岩木総
合支所民生課、相馬地区の人は相馬
総合支所民生課へおいでください。
　また、交付通知書が届いてから半
年を過ぎても、個人番号カードの受
け取りがない場合は、交付取りやめ
の処理を行い順次廃棄しますので、
必要な人は、再申請をお願いします。
　詳しくは下記の問い合わせ先にご
連絡ください。
※運転免許証、旅券など顔写真付き
であれば１点。顔写真付きでない場
合、健康保険証、年金手帳、医療受
給者証など２点。
■問 市 民 課 住 民 記 録 係（ ☎
40･7020）／岩木総合支所民生課
市民係（☎ 82･1628）／相馬総合
支所民生課市民係（☎84･2113）

演奏ボランティア募集

　市立病院の院内コンサートで演奏
するボランティアを募集します。
▽日程　４月～平成 31年１月の毎
月第３金曜日、午後６時45分から
※出演はいずれか１日のみ。
▽ところ　市立病院（大町３丁目）
１階ホール
▽申し込み方法　市立病院総務課
で配布する「出演申込書」に記入
し、２月２日（必着）までに市立病
院総務課総務係へ郵送（〒 036・
8004、大町３丁目８の１）または
持参を。
※申込書は、市立病院ホームページ
からもダウンロードできます。
▽その他　音楽のジャンルは問いま
せん。出演者は面接などで決定しま
す。出演料や交通費などの支給はあ
りません。そのほか出演条件があり
ますので、詳しくは、問い合わせを。

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,171人　   （－          57）
　 男　　  79,923人　   （－           19）
　 女　　  94,248人　   （－       38）
・世帯数　 71,823世帯    （－          2）
平成 29年 12月１日現在（推計）

お詫びと訂正

　広報ひろさき１月１日号の 20
ページ「弘前学院大学国語国文
学会冬季大会」内、「葛井善蔵」
とあるのは「葛西善蔵」の誤り
でした。
　お詫びして訂正します。
■問生涯学習課（☎ 82・1641）

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産後エクササイ
ズママ＆ベビー

２月４日・18 日の午
後１時～２時

ウイング弘前
（青山５丁目）

ヨガやピラティスの要素
を取り入れ赤ちゃんとも
コミュニケーションをと
りながら動きます

生後 3 か月～ 12 か
月の子どもと母親＝
10 組（先着順）

1 回受講
＝1,944
円／ 2 回
受講＝
3,240 円

事前に、ウイング弘前
（☎ 38・8131）へ。

② OKJ わんぱく
親子体操教室

２月 11 日・25 日の午
後２時～３時

親子で音楽に合わせて一
緒に遊びながら、運動習
慣を身につけます

2 歳～６歳の子ども
と母親＝ 10 組（先
着順）

③ OKJ よちよち
親子　フィットリ
トミック

２月 11 日・25 日の午
後０時 45 分～１時 45
分

赤ちゃんとスキンシップ
を取りながら、色んな音
楽を取り入れ親子で楽し
く運動します

生後８か月～ 24 か
月の子どもと母親＝
10 組（先着順）

④第 29 回弘前市
民ボウリング教室

２月 11 日（日）、午前
10 時～正午（午前９
時半に集合）

弘前ファミリ
ーボウル

（高崎２丁目） ボウリングの基本動作な
ど 市民（初級・中級者）

1,000 円
（１日だ
けの参加
は 500
円）

参加料を添えて、２月８日
までに、弘前ファミリーボ
ウル（☎ 27・4145）フロ
ントへ。

２月 12 日（月・祝）、
午前 10 時～正午（午
前９時半に集合）

アサヒボウル
（土手町）

参加料を添えて、２月８日
までに、アサヒボウル（☎
35・0363）フロントへ。

⑤一般バドミント
ン教室

２月７日～３月14 日の
毎週水曜日、午前 10
時～ 11 時半 弘前 B&G 海

洋センター（八
幡町１丁目）

バドミントンの基本動作
やゲーム、競技規則・ゲ
ーム戦略の紹介

市民＝ 20 人（先着
順） 無料

１月 31 日（必着）までに、
岩木 B&G 海洋センター（〒
036・1332、兼平字猿沢
32 の 11、☎ 82・5700）へ。

（※１）

⑥かけっこ教室
２月 14 日～３月９日
の毎週水・金曜日、午
後４時半～６時

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た足
を動かすトレーニング

市内の小学 1 年生
～４年生＝各回 20
人（先着順）

無料

１月 31 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）

⑦リフレッシュ☆
ストレッチ教室

２月 14 日～３月 28
日（3 月 21 日を除く）
の毎週水曜日、午後１
時半～２時半 金属町体育セ

ンター集会室

リラックスしながら身体
をほぐすストレッチ、自
宅で手軽に出来るトレー
ニングの紹介

市民＝ 12 人程度
（先着順） 無料 １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）
⑧～認知症の予防
をしよう！～☆楽
しく健康教室☆

２月 20 日～３月 27
日（２月 13 日を除く）
の毎週火曜日、午後１
時半～２時半

ストレッチと軽いリズム
体操、遊びを取り入れた
楽しいゲーム（脳トレ）
など

市民＝ 10 人程度
（先着順） 無料

⑨初心者水泳教室
２ 月 16 日 ～ ３ 月 16
日の毎週金曜日、午後
１時～２時 温水プール石

川（小金崎村
元）

水慣れから呼吸なしのク
ロールまで

水泳初心者の市民＝
10 人（先着順）

無料

１月 30 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）⑩水泳教室（平泳）
２月 13 日～３月１日
の毎週火・木曜日、午
前 10 時～ 11 時

平泳基本泳法
市民（クロールで
25 メートル泳げる
人、平泳初心者）
＝ 15 人（先着順）

 各種スポーツ・体操教室

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名を記入の上、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。
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。

名　称 と　き ところ 内　容 問い合わせ・申込先

今先生の無料健康相
談

２月３日・17 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測定結果についての相
談（事前の予約が必要）

健康広場
（☎ 35・0157）

相続登記に関する無
料相談

２月１日～ 28 日（土・日
曜日、祝日を除く）

県内の各司法書
士事務所

相続登記に関する相談（事前の予約が必要）
※初回は無料ですが、２回目以降や具体的な手続
きは有料。

青森県司法書士会（☎青
森 017・776・8398）

 各種無料相談
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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
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※「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。
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雪戦！「オール弘前」対「雪」
～融雪推進・快適外出プロジェクト～

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”
市のテレビ番組

　吉野町煉瓦倉庫は、2020年に美
術館を核とする文化交流拠点「（仮
称）弘前市芸術文化施設」として生
まれ変わります。
　開館準備事業の一環としてトーク
イベントを開催します。煉瓦倉庫の
建築改修方針や運営方針の提案報告
とともに、多彩なゲストを迎えて本
施設のビジョンについて対話を繰り
広げます。ぜひご参加ください。
▽とき　２月 10 日（土）、午後２

時～４時
▽ところ　弘前中三（土手町）８階
スペース・アストロ
▽出演　杉本康雄さん（青森県立美
術館館長）、南條史生さん（森美術
館館長、〈仮称〉弘前市芸術文化施
設総合アドバイザー）、田根剛さん
（建築家）
∇定員　150人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みを優先します。

▽申し込み方法　２月８日までに、
Ｅメールまたはファクス（件名「トー
クイベント」、氏名、連絡先を記入）で、
弘前芸術創造（■Ｅ hirosaki@nanjo.
com、■Ｆ 03・5545・3611）へ。
※手話通訳に対応できますので、希
望者は申込時に「手話通訳希望」と
記入してください。
■問い合わせ先　弘前芸術創造（☎
070・1007・6144〈平日の午前
10時～午後５時〉）

「弘前から世界へ～美術館が開く創造性と可能性～」

　高さ約５ｍの大きなツリーに、「季
節×弘前」をテーマにしたプロジェ
クションマッピングを投影します。
　１月 15日からは「弘前城雪燈籠
まつり」をテーマにしたプロジェク
ションマッピングを投影します。期
間中は時季毎にテーマと投影内容が
変わりますので、家族や友人同士で、
期間限定の素敵な空間をお楽しみく
ださい。 
 

▽開催期間（予定）　３月までの日
没（午後４時半ころ）～午後８時 
▽ところ　弘前駅ビルアプリーズ
（表町）2階入口前 
※以降のテーマはアプリーズホー
ムページ（http://www.jre-abc.
com/wp/appliese/） でご確認く
ださい。
■問い合わせ先　アプリーズ（☎
36・2231）

『季節×弘前』
プロジェクションマッピング

 ©ATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTS

トークイベント

　融雪、除雪など、市が行っている取り組みや、民間
と協力して行っている取り組みを紹介します。
○放送日　１月27日（土）、午前11時半～ 11時 45分
○放送局　青森朝日放送（ＡＢＡ）

１月 15日～２月 12日は
「弘前城雪燈籠まつり」がテーマ！


