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設置されていない建物（ひとつでも
該当すれば公表します）
▽公表の方法　立入検査で違反を確
認し、建物関係者に違反を通知した
日から 14日が経過してもその違反
が是正されない場合、弘前地区消
防事務組合ホームページ（http://
www.hirosakifd.jp/）に建物の名
称・所在地、違反の内容などを、違
反が是正されるまで掲載します
■問消防本部予防課（☎32・5104）

車いす応援隊
ボランティア募集
　さくらまつり期間中、車いす利用
者の介助や車いすの貸し出しを手
伝ってくれるボランティアを募集し
ます。また、歩行に不安がある人は、
車いす応援隊が弘前公園でお待ちし
ています。ぜひご利用ください。
▽活動日時　まつり期間中の午前9
時～午後 4時で、午前の部・午後
の部・全日のいずれかを選択
▽活動場所　弘前公園内
▽募集対象　大学生以上の市民
※事前の打ち合わせは、４月 14日
の午前９時半～、弘前市社会福祉セ
ンター２階大会議室（宮園 2丁目）
で実施します。詳しくは、問い合わ
せを。
■問 4 月 9 日までに、ボランティア
センター（☎33・2039）へ。

スポーツ吹矢体験会

▽とき　３月17日～４月21日の
毎週土曜日、午後１時～３時
▽ところ　三省地域交流センター
（三世寺大字鳴瀬）
▽対象　市民＝各回５人程度（先着
順）
▽内容　スポーツ吹矢の体験
▽参加料　１回100円（マウスピー
ス代として）
■問各開催日の前日までに、じょっぱ
り弘前支部事務局（小川さん、☎携
帯090・7524・0462）へ。

無料法律相談会

◎暮らしとこころの無料法律相談会
▽とき　３月26日～ 30日
▽内容　多重債務、労働問題、離婚、
DV、いじめなど、生活や心の悩み

に関する相談
※３月 19日～ 23日に、事前の予
約が必要。予約の際は、「暮らしと
こころの相談希望」とお伝えくださ
い。
◎遺言・相続無料法律相談会
▽とき　４月16日～ 20日
▽内容　遺言・相続に関する相談
※４月２日～ 13日に、事前の予約
が必要。予約の際は、「遺言相談希望」
とお伝えください。
～共通事項～
※相談場所は電話予約後、日程調整
の上、決定します。
■問青森県弁護士会事務局（☎青森
017・777・7285、午前９時～午
後５時）

無料ちびっこ空手体験会

▽とき　３月29日（木）
　　　　午後４時～４時45分
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　いじめない・いじめられな
い人間力の養成、空手の基本
▽対象　４歳～小学校２年生
▽参加料　無料
▽持ち物　運動できる服装、タオル、
飲み物
※事前の申し込みが必要。
■問電話かEメール（参加者の住所・
氏名・年齢、保護者氏名、電話番号
を記入）で、全世界空手道連盟新極
真会青森支部（鳴海さん、☎携帯
080・6007・4798、 ■Ｅ aomori_
narumi@yahoo.co.jp）へ。

国民健康保険加入者・
後期高齢者医療制度加入者の
入院時の食事代が変わります
　４月１日から、国民健康保険加入
者は、課税世帯の入院時の１食当
たりの食事代が 460 円（変更前＝
360円）となります。
　また、後期高齢者医療制度加入者
も所得区分が現役並み所得の人また
は一般の人は入院時の１食当たりの
食事代が460円（変更前＝360円）
となります。
※詳しくは、問い合わせを。
■問国保年金課（国保加入者…☎
40・7047、後期高齢者医療制度
加入者…☎40・7046）

違反対象物の公表制度が
始まります
　建物を利用しようとする人がその
建物の危険性に関する情報を入手
し、建物利用の判断ができるよう、
消防署などが把握した「重大な消防
法令違反」を公表する制度です。
▽制度運用開始日　４月１日
▽公表の対象　特定防火対象物（飲
食店、物品販売店、旅館、病院など
不特定の人が出入りする建物）
▽公表の対象となる違反　消防法令
で設置が義務付けられているにもか
かわらず、屋内消火栓設備、スプリ
ンクラー設備、自動火災報知設備が

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森事務
所が行う出張相談会です。相談は予
約制です。事前に電話で申し込んで
ください。
▽とき　４月４日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん（医
学博士）による無料健康相談を開催
します。体のことなどで気になる人
はご相談ください。また、ヒロロ（駅
前町）３階健康広場のセルフチェッ
クコーナーでの計測結果について、

専門的なアドバイスを希望する人も
気軽にご相談ください。
▽とき　４月７日・21日の午後１
時～４時
▽ところ　健康広場相談室（駅前町、
ヒロロ３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問各相談日の前日までに、健康広場
（☎35・0157）へ。

スポネット弘前ランニング
クラブ活動説明会
　平成 30 年度の活動開始にあた
り、活動の説明会および練習会を開
催します。これか
らランニングを始
めてみたい人、マ
ラソン大会に向け
て練習する場所や
仲間を探している
人も歓迎します。
▽とき　４月８日（日）、説明会＝

午前９時半～11時／練習会（運動公
園周回コース試走）＝午前11時～
※練習会は希望者のみ。
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）会議室
※事前の申し込みは不要。
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
■Ｅ info@sponet-h.com）

県営住宅入居募集  

　入居資格や申し込み方法など、詳
しくはお問い合わせください。
▽募集期間（定期募集）　偶数月の
の１日～ 10日（土・日曜日、祝日
除く）
※県営住宅小沢団地は現在、常時募
集中です。また、中所得者向けの特
定公共賃貸住宅も募集しています。
■問コーポラス青森グループ県営住宅
弘前管理事務所（清野袋１丁目、☎
31・3323〈午前８時半～午後５時
15 分〉、■Ｈ http://www.housan.
co.jp）

 

休日在宅当番

▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。

内　科
4／１ 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
８ さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
15 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

耳鼻咽喉科・眼科
4／１ 成田眼科クリニック

（森町）
☎35・5155

15 やすはら耳鼻咽喉科
（安原３）

☎88・0087

29 代官町クリニック吉田
眼科（代官町）

☎38・4141

歯　科
4／１ 石岡歯科医院（松森町） ☎32・1078
８ スクエア歯科（富田３） ☎39・4180
15 デンタルオフィスよしだ

（早稲田３）
☎26・2525

22 いちむら歯科医院
（取上 2）

☎31・0756

29 くりの木デンタルクリニ
ック（新町）

☎88・7676

30 弘前インター歯科クリニ
ック（石川）

☎55・8214

 その他
  

 

　今回の起点は、弘前市の北域、鬼伝説で有名な①『鬼神社』。
毎年旧正月には市無形民俗文化財の「鬼沢のハダカ参り」や
「七日堂祭（二十九日堂祭）」が行われます。ここから西に進
むと県天然記念物の②『鬼沢のカシワ（鬼神腰掛柏）』、北東
へ進むと二千刈には県内最古の板碑、市指定の③『文永の板
碑』があります。さらに北西に約８㎞進むと、十腰内に入り、
県道から西へ進んだところに④『巌鬼山神社』が鎮座します。
元禄4年（1691）に建立された「本殿」は県重宝、また境
内には県天然記念物の「大杉」が2本あり、鎮守の森として
荘厳な佇まいを見せてくれます。神社は坂上田村麻呂が創建
したなど諸説ありますが、この大杉は樹高約41ｍ、幹周は
8.5ｍと10ｍで、樹齢はおよそ1,000年といわれています。
　さらに、この界隈には、縄文時代の遺跡が多く、世界遺産
を目指す国史跡の⑤『大森勝山遺跡』や、巌鬼山神社の北側
には、今から約4,000年前の⑥『十腰内（2）遺跡』があり
ます。この遺跡は、昭和35年に発掘調査が行われ、出土し
た土器は、北東北の標式土器として「十腰内式」と呼ばれて
います。また、市立博物館には、土器や石器と共に国重要文
化財の「猪形土製品」も展示され、弘前の歴史を伝えてくれ
ます。
■問文化財課（☎82・1642）

文化財のまち 弘前 de ぶらぶら

第５回  鬼沢～十腰内界隈

※「弘前の文化財」（600円・市立博物館で販売）より抜粋。見学には、所有者の許可が必要な場合があります。

▲巌鬼山神社の大杉

鬼沢～十腰内界隈

大森勝山遺跡●⑤

岩木川

・裾野簡易郵便局

巌鬼山神社●④
十腰内（２）遺跡●⑥

文永の板碑●③

鬼沢のカシワ
（鬼神腰掛柏）
●②
●① 鬼神社

 

最終回


