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７月８日
第32回

健康市民の まつり

ｈｉｒｏｓａｋｉ
「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき
「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。

コーナー名 内　容
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看護専門学校コーナー 測定（血圧、肺活量、握力、酸素飽和度）、老人体験、学校紹介　
など

歯科健康相談コーナー 歯科医師によるお口の健康相談 など
薬と健康の教室コーナー 薬剤師体験、お薬相談、禁煙指導 など
心肺蘇生法（AED）体験コーナー 心肺蘇生法・応急手当体験、AED 展示 など
血糖検査コーナー 自己血糖検査 など
歯つらつ健口コーナー ブラッシング指導、健口体操指導、歯ブラシキャップ作り など
歯科技工士会コーナー ミニチュア入れ歯製作、指型模型製作体験、パネル展示 など
食生活改善コーナー だし活・減塩レシピ試食、ヘルシーかんたんおやつ試食 など
理学療法コーナー 測定（長座体前屈、30 秒間立ち上がり）、展示 など
作業療法コーナー 認知症・転倒に関するチェックや予防相談 など
栄養士コーナー 減塩みそ汁試飲コーナー、食育 SAT システム体験、栄養相談 など
｢骨密度」と「放射線に関する説明」コーナー 骨密度測定、放射線に関する展示 など
糖尿病相談コーナー 糖尿病の療養指導、食事療法・運動療法・薬物療法の相談 など
家族みんなで子育てコーナー 妊婦体験、生まれる体験、妊娠中・産後の腰痛予防指導 など
ことば・きこえ・飲み込みコーナー 相談、飲み込みのチェック、聴力検査体験 など
クイズラリー 各コーナーを巡ってのクイズラリー（参加賞有り）
肺年齢測定コーナー 肺年齢測定、慢性閉塞性肺疾患（COPD）情報提供 など

「健康」に関する本コーナー だし活・和食などのレシピ本や『健康』に関する本のコーナー設置
体力チェック・マシン体験コーナー トレーニング器械の体験
ポスター、川柳、俳句作品展示コーナー 健康をテーマにした市内小学生の作品展示（７月 12 日まで）
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よい歯のシニアコンテスト
とき…７月８日／受付…正午～午後０時 15 分／審査…正午～午後０時
30 分／表彰式…午後０時 30 分～１時／対象…65 歳以上で自分の歯が
20 本以上ある市民／問い合わせ先…弘前歯科医師会（☎ 27・8778）

ポスター、川柳・俳句入賞者表彰式 とき…７月８日、午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分／問い合わせ先…健
康づくり推進課（☎ 37・3750）
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　今年もヒロロ（駅前町）を会場に、「市民の健康まつり」を開
催します。健康に関するクイズラリーや各種健康相談コーナー、
検査や測定、特別講演会など、内容が盛りだくさんです。入場は
無料ですので、家族そろってぜひおいでください。
▽とき　7月８日（日）、午前10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階ヒロロスクエア、４階市民文化
交流館ホール
※ヒロロ駐車場、弘前駅中央口駐車場、弘前駅城東口駐車場は、
市民文化交流館受付窓口（ヒロロ３階）で駐車券を提示すると３
時間まで無料となりますが、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。
■問い合わせ先　健康づくり推進課（弘前総合保健センター内、
☎37・3750）

 

▽とき　　7月８日（日）
　　　　　午後２時～３時
▽ところ　市民文化交流館ホール（ヒロ
ロ４階）
▽講師　渡邊大地さん（アイナロハ・ま
まのわ産後パートナーズ代表取締役）
▽入場料　無料

「夫婦で話そう、
わがやの夫婦会議」

特別講演会
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環境ニュース環境ニュース

　環境省が呼びかけている「クールビズ（COOL BIZ）」は、
冷房時の室温を 28℃（目安）にすること、またその中で快適
に過ごすために、その温度に適した軽装や取り組みを推進する
ものです。冷房に必要なエネルギー使用量を削減することは、
地球温暖化の原因となっている二酸化炭素（CO2）の排出を抑
えることにつながります。
　市では、今夏も「クールビズ」を実施し、特に事情がない限り、
市の施設では室温を 28℃とすることにしましたので、ご理解、
ご協力をお願いします。
　皆さんも「クールビズ」を始めませんか。最近は、涼感素材
の衣類や涼感グッズも数多く販売されていますので、ひと工夫
で暑い夏場を涼しく過ごしましょう。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（町田字筒井、☎
36・0677）

ちょっとした工夫で省エネできます
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COOL  BIZ

家庭でできるクールビズ

冷房時の室温は を目安に！

冷房の設定温度を 27℃から 28℃に変更
すると…

「家庭の省エネ徹底ガイド」経済産業省資源エネルギー庁より 
※数値は年間の削減量・削減金額の目安です。

冷房は つける！

１日１時間短縮すると…

その他のおすすめ！

グリーンカーテン
で部屋を涼しい
木陰に！

１つの部屋に集
まってエアコン
稼働を１台に！

冷房に加えて扇風機
をつけ、室内の冷た
い空気を循環！

外出前にカーテン
を閉めて室温上昇
をストップ！

夏野菜やかき氷を
食べて体の中から
クールダウン！

冷却ジェルシート
や氷のうなど、冷
感グッズを活用！

み
ん
な
も

実
践
し
て
み
よ
う
！

ひろさき生活・
仕事応援センター

相談から支援までの流れ（相談無料・秘密厳守）

窓口へ

相談

１ ２ ３ ４ ５ ６
生活の状況

を見つめる

あなただけの

支援プランを

作成

支援サービス

の提供

定期的な

モニタリング

真に安定した

生活へ

　ひろさき生活・仕事応援センターでは、仕事や住居、家計に問題を抱えている人に対し、一人ひとりの状況に合
わせた支援プランを作成し、専門の支援員が他の機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
　仕事や生活に困っている人は、まずは「ひろさき生活・仕事応援センター」へご相談ください。

をご活用ください

仕事… 住居… 家計…

▽ところ　ヒロロ３階（駅前町９の 20）
▽受付時間　平日の午前８時 30分～午後５
時（事前の予約で休日・夜間の相談も対応可）
■問い合わせ先　就労自立支援室（☎ 38・
1260〈相談専用〉）

あなただけの支援プランを作成 家賃相当額を支給

社会、就労への第一歩を支援

柔軟な働き方による就労の場の提供

家計の立て直しをアドバイス

見学・体験を通して仕事を紹介

NEW（8 月～）

生活に困りごとや不安を抱えている場合、まずはご相
談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援
が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、
寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

離職などにより住居を失った人、または失う恐れの高
い人には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、
一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台とな
る住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニ
ケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困
難な人に対し、６カ月から１年の間、プログラムに沿っ
て一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向
けた支援や就労機会の提供を行います。

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相
談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支
援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要
に応じて貸し付けのあっせん等を行い、早期の生活再
生を支援します。

直ちに一般就労することが難しい人のために、その人
にあった作業機会を提供しながら、個別の就労支援プ
ログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期
的に実施する就労訓練事業もあります。

無料で職業を紹介します。また、求人票だけではわか
らない企業の情報を、企業の担当者から直接聞ける機
会を提供するとともに、希望者に、職場見学や一定期
間の就労体験・実習の機会を提供します。

ひろさき生活・
仕事応援センター

電気使用量
30.24kWh ↓

電気料金
約 820 円↓

二酸化炭素
17.8kg ↓

 

電気使用量
18.78kWh ↓

電気料金
約 510 円↓

二酸化炭素
11kg ↓
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を目安に！２8℃

冷房は つける！必要な時だけ
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既存住宅の改修に伴う減額の申告についていずれの減額制度
も申告が必要です

　耐震改修やバリアフリー改修など、一定の要件を満
たす既存住宅の改修については、申告により固定資産
税が減額されます。

耐震改修工事をした住宅

　昭和 57 年１月１日以前に建築された住宅で、平成
32 年３月 31 日までに耐震改修工事（工事費 50 万
円超）をした場合、翌年度の固定資産税が、住宅部分
120㎡分までを限度に２分の１減額されます。
　また、改修する住宅が「通行障害既存耐震不適格建
築物（青森県地域防災計画で緊急輸送道路に位置付け
られた道路にその敷地が接する建物のうち、地震に
よって倒壊した場合に道路通行を妨げる建築物）」に
該当する場合は、２年度分減額されます。

バリアフリー改修工事をした住宅

　新築から 10 年以上経過し、
改修後の床面積が 50㎡以上
280㎡以下の住宅（貸家部分
を除く）で、平成 32 年３月
31 日までに、バリアフリー
改修工事（自己負担工事費 50 万円超）をした場合、
当該住宅に係る翌年度の固定資産税が 100㎡分まで
を限度に３分の１減額されます。
▽要件　次のいずれかの人が居住している住宅
① 65 歳以上の人
②要介護認定または要支援認定を受けている人

③身体障害者手帳または療育手帳などの交付を受けて
いる人
▽対象工事　廊下の拡幅／階段のこう配の緩和／浴室
の改良／便所の改良／手すりの取り付け／床の段差の
解消／引き戸への取り替え／床表面の滑り止め化

省エネ改修工事をした住宅

　平成 20 年１月１日に存在し、改修後の床面積が
50㎡以上 280㎡以下の住宅（貸家部分を除く）で、
平成 32 年３月 31 日までに、一定の省エネ改修工事

（自己負担工事費 50 万円超）をした場合、当該住宅
に係る翌年度の固定資産税が 120㎡分までを限度に
３分の１減額されます。
▽対象工事　窓の改修工事（必須）／床の断熱改修工
事／天井の断熱改修工事／壁の断熱改修工事（外気な
どと接するものの工事に限る）

～共通事項～
○申告書添付書類についてはお問い合わせく
ださい。

　　○減額措置を受けるためには、改修後３カ月
　　以内に申告が必要ですので、ご注意ください。

○申告書は市ホームページに掲載しているほ
か、資産税課（市役所２階）でも配布してい
ます。

■問い合わせ・申告先　資産税課家屋係（☎
40・7029）

　　○減額措置を受けるためには、改修後３カ月
　　以内に申告が必要ですので、ご注意ください。

　副市長、教育長、教育委員、監査委員の選任は、５月 18日に開催された平成 30年第２回市議会臨時
会で同意されました。なお、法律の改正により今回から、これまでの教育委員長と教育長を一本化し、教
育長となります。また、代表監査委員は21日の監査委員協議会で次のように決まりました。

～副市長、教育長、各委員の紹介～新体制で市政を運営     

◆監査委員

代表監査委員　菊地　直光
委員　　　　　佐々木　宏一
　　　　　　　田中　元

吉
よ し だ

田 健
けん

  教育長鎌
か ま た

田 雅
ま さ と

人  副市長

【経歴】昭和 58年弘前市に採用。
都市整備部区画整理課長、都市環
境部都市政策課長兼交通政策推進
室長、財務部財務政策課長、農業
委員会事務局長を歴任。

【経歴】昭和57年青森県教育委員会
に採用。青森県総合社会教育センター
学習情報課長、県立弘前中央高等学
校教頭（定時制課程）、県教育庁学校
教育課副参事、県立木造高等学校長、
県立弘前中央高等学校長を歴任。

外国人観光客受入環境整備事業費補助金外国人観光客への
おもてなしを

　パンフレット・ホームページ・メニュー・案内表示
の外国語表記、Wi-Fi 利用環境や外国人向け電子決済
システムの整備など、外国人観光客の受入環境を向上
させる取り組みを支援します。
▽募集期間　随時（先着順で、予算に達した時点で受
け付け終了）
▽対象者　市内で観光業、宿泊業、飲食業、旅客運送業、
レンタカー業などの観光関連事業を営んでいる事業者

（市税等の滞納者を除く）
▽対象事業 
①市内にある施設の案内表示、誘導表示などの案内表
示に係る外国語表記の整備
②市内の観光情報が記載されているパンフレット、ホー
ムページなどの情報発信に係る外国語表記の整備
③市内で使用できる Wi-Fi 利用環境や外国人向け電子

決済システムの整備
④その他市内における外国人観光客の受入環境の向上
に資する取り組み
▽対象経費　消耗品費、印刷製本費、手数料、筆耕翻
訳料、委託料、工事請負費、備品購入費、その他市長
が必要と認めるもの
※原則として市内業者への発注に限る。
▽補助率・補助限度額　補助対象経費の実支出額の合
計額の２分の１に相当する額、または 10 万円のいず
れか少ない額
※提出書類などの詳細について
は、市ホームページをご覧くだ
さい。
■問い合わせ先　国際広域観光
課（☎ 40・7017）

◆教育委員会委員

教育長　　　　　　吉田　健
教育長職務代理者　前田　幸子
委員　　　　　　　澤田　美彦
　　　　　　　　　高木　恵美子
　　　　　　　　　村谷　要

　社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生に理解を深め、それぞれの立
場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築
こうとする全国的な運動です。
　『犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築く
ための取組を進めよう』『犯罪や非行をした人たち
の立ち直りを支えよう』の２つを行動目標として掲
げ、「出所者等の事情を理解した上で雇用する企業
の数を増やすこと」「帰るべき場所がないまま、刑
務所から社会に戻る人の数を減らすこと」「薬物依
存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環

社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

みんなで支え合い
明るい社会に

境を作ること」「犯罪をした高齢者・障がい者などが、
社会復帰に必要な支援を受けられる環境を作ること」

「非行少年等が学びを継承できる環境を作ること」を
重点事項に運動を展開します。この機会に、立ち直ろ
うとする人を受け入れ、支えるために何ができるか考
え、できることから始めてみましょう。
　７月は強調月間として、決起大会を行います。皆さ
んの参加をお待ちしています。
▽とき　７月１日（日）、午前 10 時 30 分～正午
▽ところ　市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４階）
■問い合わせ先　福祉政策課（☎ 40・7037）

　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　11 戸（1LDK ＝３戸、2LDK-A ＝
５戸、2LDK-B ＝３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 は 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

弘前駅前北地区都市再生住宅一般入居者募集
（随時募集）

希望者は
申し込みを

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）
が対象の住宅となります。
▽申請書交付期間　随時
▽申請期間　随時受け付
け
▽決定方法　申請者に入
居を希望する部屋を先着
順に選択してもらい、空
室がなくなり次第、募集を終了します。
■問い合わせ・申込先　区画整理課（駅前町、ヒロロ
3 階、☎ 34・3233 ）
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昨年度の状況を
報告します 市の情報公開・個人情報保護制度

【情報公開について】
　市民の皆さんの一層の市政参加と、市政に対する的
確な理解を深めるため、「情報公開条例」で、市が保
有する公文書の開示を請求する権利を定めています。
平成29年度の公文書開示請求などの状況は下表のと
おりでした。

○公文書開示請求の件数および決定等の状況

区分 件数
決定等の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ ･却下

開示請求 453 373 73 6（4） 1
開示申出 0 0 0 0（0） ０
計 453 373 73 6（4） 1

○決定等に対する不服申立件数

区分 件数
処理の状況（件）

認容 一部認容 棄却 却下
諮問等
手続中 審理中

審査請求 2 1 0 0 0 1 0
※苦情の申し出はありませんでした。

【個人情報保護制度について】
　個人の権利・利益を保護するため、「個人情報保護
条例」で、個人情報の適正な取り扱い方と、市が保有
する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する
権利を定めています。平成29年度の個人情報保護条
例の運用状況は下表のとおりでした。

○保有個人情報開示請求の件数および決定等の状況

区分 件数
決定等の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ・却下

開示請求 12 8 4 0（0） 0
※上記のほか、職員採用試験に関する口頭による開示請求
が62件ありました。
※訂正請求および利用停止請求はありませんでした。
※開示決定等に対する不服申し立てなどはありませんでした。
※事業者に対する勧告、説明または資料の提出要求ならびに
事業者が勧告に従わなかった旨の公表はありませんでした。

■問い合わせ先　法務契約課（☎35・1137）

　３月に策定した弘前市空き家等対策計画では、空き
家と共に、その敷地にある放置された樹木や害虫など
による問題について対応することを定めました。また、
空き地についても空き家の敷地と同様の問題を抱えて
いることから、市ではこの問題に対応していくため、
弘前市空き家等の活用、適正管理等に関する条例の一
部改正を検討しています。
　このたび、改正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　６月15日～７月 17日（必着）
▽改正（案）の閲覧方法
○市のホームページ
○次の場所で閲覧できます（土・日曜日を除く）
建築指導課（市役所４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
▽対象者　①市内に住所を有する人／②市内に事務所
等を有する人または団体など／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本改正案に利害
関係を有する人
▽提出方法　指定の様式または任意様式に、氏名（法
人等の場合は名称および代表者氏名）、住所、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「弘前市空き家等の活用、適正管
理等に関する条例の一部改正（案）への意見」など）
を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。
※指定様式は市のホームページでダウンロードする
か、閲覧場所に備え付けています。
❶郵送…〒036・8551　上白銀町１の１、建築指導
課あて
❷建築指導課へ直接持参（土・日曜日を除く）
❸ファクス…39・7119
❹ Ｅ メ ー ル …kenchikushidou@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、市民課城東分室、各出張所に設置され
ています。
※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、条例の一
部改正の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所を
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　建築指導課（市役所４階、☎ 40・
0522）

弘前市空き家等の活用、適正管理等に関する条例の
一部改正（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

市政情報
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身体障害者巡回診査・更生相談事業対象者は
受診ください

　身体障がい者の手帳交付や再認定を受けようとする
人などの診査と更生相談を無料で行います。該当する
人は受診をお願いします。なお、当日の診査のみでは
判定できない場合もあります。
▽とき　７月２日（月）、午前９時30分～正午（受け
付けは午前９時～10時30分）
▽ところ　身体障害者福祉センター（八幡町１丁目）
▽実施科目　整形外科（肢体不自由）
▽対象　身体障害者手帳の交付または再認定を受けよ
うとする人／補装具の交付を受けようとするために判
定が必要な人／障がいの程度に変更があると思われる

人／身体障がい者で、生活、医療、施設入所などの相
談を希望する人
▽持ち物　身体障害者手帳（所持者のみ）、印鑑、マイ
ナンバーがわかるもの
※身体障害者手帳の交付（再交付）を申請する人は、
顔写真（縦４㎝×横３㎝）１枚が必要です。
■問い合わせ先　福祉政策課（市役所１階、☎40・
7036）
※身体障害者手帳の障がい程度の再認定が必要な人は、
指定医師のいる医療機関でも再認定診断書が作成でき
ます（有料）。

 

建物取り壊しの届け出はすみやかに詳しくは
問い合わせを

　毎年１月１日現在存在している建物には、固定資産
税が課税されています。
　市では建物の現況把握に努めていますが、特に未登
記の建物の取り壊しについては、届け出がないと把握
できないことがあり、課税される場合がありますので、
速やかに届け出をしてください。

　なお、登記建物の取り壊しは、法務局へ滅失登記の
手続きが必要です。また、火事や自然災害によって住
宅を取り壊した場合、土地の固定資産税に、住宅用地
の特例措置が引き続き適用になることがありますの
で、お問い合わせください。
■問い合わせ先　資産税課（☎40・7029）

▽とき　６月20日（水）、午前11時～
▽ところ　市役所３階第1・第 2会議室
▽申請内容等　
①議題…建築基準法に基づく保存建築物の適用除外に
係る指定の同意について（旧弘前図書館）／申請者…
弘前市長／建築場所…元寺町1の11他／申請建築物
概要…用途＝展示施設、構造規模＝木造 3階建、申
請部分の延べ面積＝約257㎡
②議題…建築基準法に基づく保存建築物の適用除外に
係る指定の同意について（旧弘前教会牧師館）／申請
者…弘前市長／建築場所…松森町 203の 1／申請建
築物概要…用途＝展示施設、構造規模＝木造 2階建、

平成 30 年度第２回弘前市建築審査会どなたでも
傍聴できます

申請部分延べ面積＝約124㎡
▽一般傍聴　定員＝10人／受付場所＝市役所３階第
1・第 2会議室／受付時間＝当日の午前 10時 30分
～ 10時 50分
※定員を超えた場合は、抽選により決定します。
▽傍聴の注意事項
静粛に傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を
表明しないこと／写真撮影、録画、録音等を行わない
こと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りで
はありません／その他、会議の支障となる行動をしな
いこと
■問い合わせ先　建築指導課（☎40・7053）

旅券事務嘱託員（非常勤職員）募集パスポートの交付
に関する業務です

▽雇用期間　８月１日～平成 31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 30分～午後５時 30分のうち
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　７月３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。
■問い合わせ先　市民課受付係（〒 036･8551、上
白銀町１の１、☎35・1113）
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ト実行委員会事務局（文化スポー
ツ振興課内、☎ 40・0583）／旅
行について…弘南バス観光部（☎
38・2255）

親子ふれあい交流会「こども
塾・はは塾plusぱぱin青森」
▽とき　９月１日・２日（１泊２日）
▽ところ　ホテル青森（青森市堤
町）、青龍寺（青森市大字桑原字山崎）
※弘前市内からの送迎バスを予定。
▽内容　お寺修行体験、交流会
▽対象　県内のひとり親家庭の親
子＝30組程度
▽参加料　大人＝ 5,000 円、子
ども＝ 1,000 円（２人目からは
500円。３歳未満は無料）
▽申込締め切り日　７月13日
■問青森県母子寡婦福祉連合会（☎青
森017・735・4152）
※参加申込書は、子育て支援課（市
役所１階）で配布しています。

ねぷた囃子（ばやし）講習会
▽とき　６月 27日～７月６日の午
後７時～８時30分
▽ところ　笛の部＝市立観光館（下
白銀町、追手門広場内）多目的ホー
ル／太鼓の部＝同館多目的ホール
前ロビー

 

 

（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　ブレイクダンスバトル、
ポップダンスバトル
▽観覧料　無料
■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30分～午後９時〉）

弥生の森づくりを考える
セミナー
～人口減少時代に向き合える自然
保護と公園づくりとは～
▽とき　６月30日（土）
　　　　午後１時30分～４時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽講師　高川晋一さん（日本自然保
護協会市民活動推進室長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弥生スキー場跡地問題を考える
市民ネットワーク（竹浪さん、☎携
帯070・6952・2614）

親子で自然観察会 in弥生
スキー場跡地（弥生の森）
▽とき　７月１日（日）
　　　　午前10時～正午
▽集合場所　弥生いこいの広場（百
沢字東岩木山）第１駐車場下
▽内容　生き物や植物の観察
▽対象　小学生とその保護者＝ 20
組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、雨具（雨天時）、
汚れてもよい服装（長袖、長ズボ
ン）、長靴、帽子、タオル、手袋
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（住所・氏名・年齢〈学
年〉・電話番号を記入）で申し込みを。
■問公園緑地課（☎ 33・8739、■Ｆ
33・8799、 ■Ｅ kouen@city.
hirosaki.lg.jp）

サッカー・ブランデュー
弘前 FC　ホーム戦
▽とき　①７月１日、②７月８日、
ともに午後１時キックオフ（予定）
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）

陸上競技場
▽対戦相手　①富士クラブ 2003
（岩手県）、②秋田 FCカンビアーレ
▽入場料　無料
■問ブランデュー弘前 FC事務局（☎
35・2012、 ■Ｈ https://www.
blancdieu-hirosaki.com）

大仏公園あじさいまつり　

▽とき　７月１日～ 31日　
▽ところ　大仏公園（石川字大仏）
▽期間中イベント　川柳・お絵描きコ
ンテスト、チェックポイントクイズ
▽特別イベント　７月８日…①紙
ひこうき大会＝午前 10時 30分～
（受け付けは午前 10時～）、②ジャ
ズ演奏・アカペラ＝午前 11 時～
（出演…長谷川健Swing Hat Jazz 
Orchestra、アカペラグループ「ロ
ンドンズ」）、③お絵描きコーナー
※雨天時は15日に順延。
▽参加料　無料（①は町会が用意し
た紙を使用）　
■問石川町会（工藤さん、☎携帯
090・3756・8605 ／石川町民会
館、☎ 92・3215）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

郷土文学館ラウンジの催し

▽とき　７月７日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
２階ラウンジ
▽内容　津軽カタリストによる「声
で紡ぐ太宰治の世界」
▽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）

縄文人の首飾り「勾玉」・
縄文土器製作体験
◎勾玉（まがたま）製作体験
▽とき　７月 22 日（日）、午後１

鳴海要記念陶房館の催し
◎小野修水彩画展～陸奥新報“日々
想”原画～
▽とき　６月 17日～ 24日の午前
９時～午後４時
◎一閑張りと古布のバック展
▽とき　６月 28 日～７月 2 日の
午前９時～午後４時
◎こぎん刺し体験と小物販売
▽とき　毎月第２・第４日曜日の午
前 10時～午後３時（体験の受け付
けは午後２時30分まで）
～共通事項～
▽ところ 鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽観覧料　無料（体験などは一部有料）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

まちなかクラフト村
弘前工芸舎展示会
◎メインテーブル企画
▽とき　① ６月 22日～７月４日、
②７月 13日～ 29 日の午前 10時
～午後４時
▽内容　①小野英樹さんの木工作
品、②渡辺恵美子さんの藍染
◎コラボ企画「器と添え花」
▽とき　７月７日・８日の午前 10
時～午後４時
▽内容　弘前工芸舎のさまざまな
作品に添え花を行い、作品の魅力を
引き出します。
▽講師　長利義子さん ほか
～共通事項～
▽ところ　藤田記念庭園考古館（上
白銀町）２階ギャラリースペース
▽入場料　無料
■問商工政策課（☎35・1135）

ヒロロスクエアのイベント

◎ON THE BEAT
▽とき　６月30日（土）、午前11
時 30分～午後７時ごろ
▽ところ　市民文化交流館ホール

時30分～３時
▽参加料　300円（当日徴収）
▽申込締切　７月12日
◎縄文土器製作体験
▽とき　７月 29 日（日）、午後１
時30分～３時
▽参加料　無料
▽申込締切　７月19日
～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽対象　小学生以上
▽持ち物　手拭きタオル、汗拭きタ
オル、エプロン、飲み物
▽申し込み方法　ファクスか郵送
（郵便番号・住所・氏名・年齢・学年・
性別・参加希望の体験名を記入）で
申し込みを。
■問弘前縄文の会（今井二三夫さん、
〒 036・8333、若党町 75 の 2、
☎兼■Ｆ 32・9272）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

ソフトボール世界選手権
チャイニーズ・タイペイ応援
バスツアー（ホストタウン事業）

▽とき　８月４日（土）、午後３時
30分試合開始
▽ところ　ゼットエーボールパー
ク（千葉県市原市）
※８月３日の早朝に出発し、８月５
日の早朝に帰弘（１泊３日）。
▽集合・解散場所　弘前駅城東口
▽対戦カード　アメリカ合衆国対
チャイニーズ・タイペイ
▽対象　市民および市内に通勤・通
学している人とその家族＝ 35 人
（先着順）
※中学生以下は保護者同伴。
▽参加料　大人＝１万円、中学生以
下＝5,000円
▽申し込み方法　申込用紙に必要事
項を記入し、７月 13日までに弘南
バス観光部（藤野２丁目）へ提出を。
※申込用紙は弘南バス、文化スポー
ツ振興課に備え付けているほか、市
ホームページからダウンロードで
きます。行程など詳しくは申込用紙
をご覧ください。
■問弘前市国際スポーツプロジェク

▽講師　伝統ねぷた囃子津軽組
▽対象　小学生以上
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽持ち物　笛・太鼓のバチ
※当日会場で販売もします。
■問弘前観光コンベンション協会事務
局（市立観光館内、☎ 37・5501）

防災啓発研修会
～命をまもるためにいまできるこ
とは何か～
▽とき　６月 29 日（金）、午後１
時30分～４時 45分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽講師　瀧本浩一さん（山口大学大
学院）、越野修三さん（岩手大学地
域防災研究センター）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問青森県危機管理局防災危機管理
課（☎青森017・734・9181）

弥生いこいの広場の工作教室

▽とき　７月１日（日）、午後１時～
※材料が無くなり次第終了。
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽内容　牛乳パックで作る風車
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弥生いこいの広場（☎96・2117）

　   暮らしの
nformation

■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

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

 イベント
 

 教室・講座
 

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.６.１５

　今年度からインターネットでの検診予約を開始します。24時間申し込み
できますので、ぜひ利用してください。
▽対象となる健診　巡回がん検診および複合健診、
巡回子宮がん・乳がん検診（40歳以上のみ）、ヒ
ロロでの複合健診、20・30代健診
▽予約方法　ホームページ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/fukushi/kenko/）から予約してください。
▽その他　受診希望日の約１週間前に書類一式を送付します。託児日利用者
や申し込み後のキャンセルは、弘前市保健センターへ連絡を。
■問弘前市保健センター（健康づくり推進課内、☎37・3750）



 

元気！弘前市のテレビ番組

　藩政時代からの弘前の歴史や文化を
学べる新しい施設などを紹介します。
○放送日　６月23日（土）、午前10
時 15分～ 10時 30分
○放送局　青森放送（RAB）

　弘前の歴史をたどる
　…高岡の森弘前藩歴史館～弘前城情報館～堀越城跡

番組タイトルを
　　　　リニューアル！
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サワラ生け垣の剪定講習会
▽とき　６月 30 日（土）、午前 10
時～正午（小雨決行）
▽ところ　亀甲町広場
※荒天時は緑の相談所で開催。
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手、せん定バサミ（主
催者側でも用意しますが、数に限り
があります）
※事前の申し込みは不要。
■問市みどりの協会（☎ 33･8733）

おやこ仕舞教室
▽とき　教室＝６月 30 日、７月１日、
８月 26 日、９月 23 日 ･24 日、10
月７日・27 日／発表会＝ 10 月 28 日
※土曜日は午後２時～４時、日曜日
は午前 10 時～正午。
▽ところ　教室＝勤労青少年ホー
ム（五十石町）ほか、発表会＝弘前
文化センター（下白銀町）
▽内容　能の基本的な仕舞
▽講師　上野朝義さん（シテ方観世
流職分）、上野朝彦さん ほか
▽対象　小・中学生と保護者＝ 20
組（子どものみの参加も可）
▽受講料　無料（ただし、発表会の
衣装代として別途 1,500 円が必要）
▽申し込み方法　往復はがき（住
所・氏名・学校名・学年・電話番号・
保護者同伴の有無を記入）で、６月

29 日までに、弘前おやこ仕舞教室 
（〒 036・8342、笹森町 35、篠
崎珠樹さん方）へ。　
■問 弘前能楽普及座（篠崎さん、☎
37・5184）

魅力アップセミナー

▽とき　７月１日（日）、男性＝午
後１時～２時 30 分、女性＝午後３
時～４時 30 分（受け付けはそれぞ
れの開始時間の 10 分前から）
▽ところ　土手町コミュニティ
パーク多目的ホールＡ
▽内容　婚活イベントやお見合い
の席ですてきに振る舞うテクニッ
クなど
▽対象　弘前市他圏域７市町村に
居住または勤務する 20 歳以上の独
身男女（学生も可）＝各 20 人、出
会いサポートセンター会員、出会い
サポーター
▽申し込み方法　６月 20 日までに、
電話か E メール（住所・氏名・年齢・電
話番号・勤務先を記入）で申し込みを。
■問 ひろさき広域出愛サポートセン
タ ー 事 務 局（ ☎ 35・1123、 ■Ｅ
h-deai@city.hirosaki.lg.jp〈 日・
月曜日を除く午前10時～午後７時〉）

「犬と散歩ができる公園」
愛犬マナー講習会
▽とき　①７月７日、②８日、いず
れも午前 10 時～ 11 時ごろ
▽ところ　①弘前駅城東口緑地（表
町）、②城西住宅団地中央公園（城
西４丁目）
▽内容　犬のしつけについての講
話、リードを持った歩き方など
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。当日は、
敷地内に駐車できます。なお、雨天
時は中止となる場合があります。
■問公園緑地課（☎ 33・8739）

あおもりいのちの電話
相談員養成講座

【～傾聴から始まるカウンセリング
基礎講座～】
◎自分自身を見つめて他者とのス
ムーズな交流をするには～交流分
析を用いて～
▽とき　７月７日（土）、午後２時

～４時
▽ところ　社会福祉センター（宮園
２丁目）
▽講師　あおもりいのちの電話理
事長
◎いのちの電話って何？～あおも
りいのちの電話の理論と実際～
▽とき　７月 14 日（土）、午後２
時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽講師　あおもりいのちの電話研
修委員
～共通事項～
▽受講料　１講座 1,000 円　
▽その他　相談員になるためには
原則５回以上の受講が必要です。
※事前の申し込みは不要。
■問あおもりいのちの電話事務局（☎
38・4343〈平日の午後１時～５
時〉、■Ｆ 38・5355）

市民ボランティアによる
パソコン講座

【エクセル 2010 入門講座】
▽ と き　 ７ 月 13 日・20 日・27
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）を使用した基本的な操作技
術の習得
※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　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、USB メモリ、
昼食
▽申し込み受け付け　６月 17 日、
午前８時 30 分～
■問 学習情報館（総合学習センター
内、☎ 26・4800〈午前８時 30 
分～午後５時〉）

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　①７月 14 日、午前
10 時 30 分～正午＝「Scratch で
プログラミング入門Ⅰ」／７月 21
日、②午前 10 時 30 分～午後１時

30 分＝「おさかな食育クッキング
～旬の魚いただきます♪～」、③午
前 10 時 30 分～正午＝「夏目漱石
の小品『夢十夜』をていねいに読み
解く」、④午前 10 時 30 分～正午＝

「Scratch でプログラミング入門Ⅱ」
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　①・④小学校３年生以上＝
各 15 人、②食育に関心のある親子
または一般＝ 40 人、③中学生以上
※事前の申し込みが必要。申し込み
多数の場合は抽選で決定。
▽受講料　②１組 500 円、その他
は無料
■問 東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）
※②は弘前丸魚（☎ 27・2345、
■Ｈ http://www.hmaruuo.co.jp/
senshuraku/ryouri.html）へ。

弘前地区環境整備センター
の催し
◎金魚ねぷた作り教室
▽とき　７月 14 日（土）
　　　　午前９時 30 分～午後３時
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　10 組
※小学生は保護者同伴。１家族１個
の製作。1 人での参加も可。
▽持ち物　昼食、エプロン、汚れて
も良い服装
▽申し込み受け付け　７月１日、午
前９時～
◎りんごの葉の草木染めとこぎん
刺し体験教室
▽内容と日程　草木染め＝７月 21
日、午前９時 30 分～ 11 時 30 分、
こぎん刺し＝７月 28 日、午前９時
30 分～正午
※２日間で１セットの講座です。

▽講師　草木染め＝佐藤芳子さん
（りんご工房主宰）、こぎん刺し＝須
藤郁子さん（弘前こぎん研究所・青
森県伝統工芸士）
▽対象　両日参加できる小学校５
年生以上＝ 16 人
※小学生は保護者同伴。
▽持ち物　草木染め＝ゴム手袋、エ
プロン
▽申し込み受け付け　７月８日、午
前９時～
～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
※申し込み多数の場合は、初参加の
人を優先します。
■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〉）

ひろさき認知症あんしん
生活実践塾
▽とき　基礎コース＝７月 19 日、
実践コース＝７月19日、８月24日、
９月20日、10月18日、11月15日、
12 月 13 日の午後１時～４時 30 分
▽ところ　市民会館（下白銀町）、
７月 19 日＝１階大会議室、８月
24 日以降＝２階中会議室
▽内容　自立支援介護の基本ケア、
認知症の重症化予防など
▽講師　竹内孝仁さん（国際医療福
祉大学大学院教授）（７月 19 日の
み）、大里めぐみさん（七峰会総括
主任）
▽対象　市内で認知症の人を介護
している施設の職員または家族
▽定員　基礎コース＝ 50 人、実践
コース＝ 30 人
▽参加料　無料（ただし、宿題シー
トなど提出時の郵送代は自己負担）

▽申し込み　申込用紙に必要事項
を記入し、７月 12 日までにファク
スか郵送で申し込みを。
■問介護福祉課（〒 036・8551、上
白銀町１の１、☎ 40・7072）

ひとにやさしい社会推進
セミナー
～未来を開く鍵 家庭科がおもしろ
い !! ～
▽とき　７月 19 日（木）
　　　　午後６時 30 分～８時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　経済生活や環境問題など生
活に密着した今どきの家庭科事情
▽講師　佐々木孝子さん（青森県立
鶴田高等学校教諭）
▽対象　市民または市内に通勤・通
学している人＝ 25 人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。託児希望
者は７月６日までに申し込みを。
■問市民参画センター（☎ 31・2500）

内観研修会
▽とき　７月 21 日（土）、午前９
時 30 分～午後４時（受け付けは午
前９時から）
▽ところ　弘前大学 50 周年記念会
館（文京町）
▽内容　内観実習もしくはグルー
プセッションの選択制研修で、内観
と精神衛生・人生・依存症・家庭問
題などについて考えます。
▽講師　真栄城輝明さん（佛教大学
特別任用教授）ほか
▽受講料　一般＝ 3,500 円、学生
＝ 3,000 円
■問 弘前内観めぐみの集い（阿保さ
ん、☎携帯 090・7332・2961）

  

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  173,016 人     （＋516）
　 男　　  79,309 人     （+298）
　 女　　  93,707 人     （+218）
・世帯数　 71,854 世帯  （+486）
平成 30年５月１日現在（推計）

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会　土星を観察しよう
▽とき　６月 23日（土）
　　　　午後７時～９時
★観察会　七夕観察会
▽とき　７月７日（土）
　　　　午後７時～９時
～共通事項～
▽ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）天文台
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常入館時間　午後１時～９
時 30分
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休館）

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.６.１５



12

 

13

 

 暮らしのinformation 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

親子お天気実験教室
▽とき　７月29日（日）
　　　　午前10時～ 11時 30分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽内容　竜巻についての学習、ペッ
トボトルを使った渦観察実験機作り
▽対象　小学生とその保護者＝ 10
組（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　７月２日～ 20日
にＥメール（住所・氏名・電話番号
を記入）で申し込みを。
■問青森県気象予報士会（小関さ
ん、 ☎ 32・6571、 ■Ｅ aomori.
yohou@gmail.com）

下水道の処理区域が広がります

　公共下水道および農業集落排水
の処理区域が、７月１日から広がり
ます（対象…俵元１丁目、松ヶ枝２
丁目、東和徳町、藤代字平田、藤代
字広田、乳井字茶臼舘、乳井字岩ノ
上、鳥井野字宮本、百沢字東岩木山、
弥生字弥生平の各一部）。
　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
あっせん制度などがあります。詳し
くは問い合わせを。
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎、☎55・6895）

森林の土地の所有者届について

　森林の土地を売買や相続等で新
たに取得した場合には、「森林の土
地所有者届出書」の提出が必要です
（国土利用計画法に基づく土地売買
等契約を届け出た場合を除く）。
▽届出期間　土地の所有者となっ
た日から90日以内
▽対象　県が作成する地域森林計
画の対象森林（５条森林）
▽届け出先　取得した土地のある
市町村
■問農村整備課（☎40・7103）

ファイナンシャルプランナー
による無料納税相談
▽とき　７月５日・12 日・26 日
＝午前 11時～正午、午後３時～４
時／７月19日＝午前11時～正午、
午後３時～４時、午後６時～７時／
７月 22日＝午前 11時～正午、午
後２時～３時
▽ところ　収納課（市役所２階）
▽対象　市税などを滞納している人
▽相談方法　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
（１人につき１時間まで、先着順）
※事前の予約が必要。
▽申し込み方法　６月29日までに、
電話または収納課窓口で申し込みを。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

総合市民相談

▽とき　７月14日（土）、午前10
時～正午、午後１時～３時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽相談内容　法律、税務、金銭貸借
（消費者金融）、相続・遺言、登記、
離婚、家庭内の悩み事など
▽相談員　弁護士、税理士、人権擁
護委員、行政相談委員など
※弁護士との相談（先着８人）のみ、
事前の申し込みが必要。
▽相談料　無料
▽申し込み受け付け　７月３日、午
前8時 30分～
■問 市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

放送大学10月生募集

　テレビなどの放送を利用して授業
を行う放送大学では、平成30年度
第２学期（10月入学）の学生を募
集しています。
▽出願期限　９月20日（必着）
■問 放送大学青森学習センター
（〒 036・8561、文京町３、コラ
ボ弘大７階、☎38・0500）
※ホームページ（http://www.
ouj.ac.jp/）からも資料請求・出
願ができます。

表などを希望する個人や団体（営利
目的のみの出展は不可）
▽申込期限　７月20日（金）
■問カルチュアロード実行委員会
事務局（☎ 33・5369、 ■Ｆ 33・
7934、土・日曜日、祝日は休み）

首都圏からの移住をサポート

　首都圏で開催される市内の高校
の同窓会に職員が参加し、弘前への
移住に関する市の取り組みについ
て紹介しています。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。
【南高校同窓会】
▽とき　７月７日（土）
　　　　午後５時～８時
▽ところ　アルカディア市ヶ谷（東
京都千代田区九段北）私学会館
■問６月 30日までに、弘前南高校錫
杖会関東支部事務局（佐藤さん、☎
携帯090・4845・0920）へ。

第３回みちのく津軽ジャーニー
ラン開催およびボランティア募集
　津軽地域の 12 市町村を走りぬ
く、みちのく津軽ジャーニーランが
７月14日～16日に開催されます。
選手の皆さんへの声援をお願いし
ます。また、ボランティアも募集し
ていますので、協力できる人は７月
10日までに、事務局へ申し込みを。
※詳しくはホームページ（http://
sportsaid-japan.org/tsugaru-
jr）をご覧ください。
■問大会事務局（スポーツエイド・ジャ
パン内、☎埼玉049・294・5603）

求職者支援訓練受講者募集

【ビギナーのためのパソコン・簿記科】
▽とき　７月18日～ 11月 16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　６月21日（木）
【医療事務・調剤薬局事務実践科】
▽とき　８月 21 日～平成 31年２
月 20日
▽ところ　S.K.K. 情報ビジネス専
門学校（徳田町）
▽申込期限　７月26日（木）
～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
施設へ受講申込書の提出を。
※６月 27 日および７月 24 日に、
市民文化交流館ホール（駅前町、ヒ
ロロ４階）で、職業訓練説明会を行
います。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

戦没者遺児の皆さんへ

　日本遺族会では、先の大戦で父な
どを亡くした遺児を対象に、父など
が戦没した旧戦域（東南アジア・中
国など）を訪れて慰霊追悼を行うと
ともに、現地の人との友好親善を深
めることを目的に、「戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業」を実施して
おり、参加者を募集しています。詳
しい日程や訪問地、申し込み方法に
ついては問い合わせを。
■問日本遺族会（☎東京03・3261・
5521）

テレビ受信障害に関する
重要なお知らせ
　国では、現在、周波数の再編を行っ
ています。
　今後、携帯電話事業者が新たに
700MHz（メガヘルツ）帯の周波
数を使った携帯電話システムの運用
を開始することに伴い、電波の影響
で、テレビ放送の画像が乱れたり映
らなくなるなどの受信障害が発生す
ることがあります。
　影響の出る恐れがある地域では、
「700MHz利用推進協会」の担当者
が、チラシの配布、家庭への訪問、
対策作業を行うことがあります。
　対策作業に費用は一切発生せず、
工事業者が費用を請求することはあ
りません。担当者は身分証を携行し
ていますので、不審に思った際は提
示を求め、コールセンターへお問い
合わせください。
■問 700MHz テレビ受信障害対策
コールセンター（☎フリーダイヤル
0120・700・012、午前９時～午
後10時）
※IP電話等でつながらない場合は、
☎050・3786・0700へ。

弘前大学大学院人文社会科学
研究科（修士課程）入試説明会
▽とき　６月22日（金）
　　　　午後６時～７時10分
▽ところ　弘前大学人文社会科学
部校舎（文京町）４階多目的ホール
▽内容　入試概要、カリキュラムの
説明など
※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、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
jinbun/web/index.html）

ひろさき広域出愛サポート
センター６月休日登録会
　結婚を希望する独身男女がお見
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　６月24日（日）
　　　　正午～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
■問ひろさき広域出愛サポートセン
ター事務局（☎35・1123〈日・月
曜日を除く、午前10時～午後７時〉）

青森プロボノチャレンジ
応募団体募集
　情報発信や組織運営体制の強化等
を行いたいと考えるNPO法人や町
会等に対して、企業活動に関する豊
富な経験と知識を持つ人の力を活用
した「プロボノ」による支援をします。
▽応募期限　６月29日（金）
※詳しくは県ホームページから「青
森プロボノ」で検索を。
■問青森県県民生活文化課文化・
NPO 活動支援グループ（☎青森
017・734・9207）

カルチュアロード
出展申込書を配布します
▽開催日　９月16日（日）
▽配布期間　７月２日～20日
▽配布場所　カルチュアロード実
行委員会事務局（土手町、弘前下土
手町商店街振興組合内）
▽対象　展示や実演、文化活動の発

 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
７／８ あきた耳鼻咽喉科クリニ

ック（南城西２）
☎32・2332

22 加藤眼科クリニック
（田町５）

☎31・3711

歯　科
７／１ 山崎歯科クリニック
（宮川２）

☎36・8811

８ 笹村歯科医院
（城東中央４）

☎28・0797

15 おおつ歯科クリニック
（山王町）

☎32・4832

16 和徳歯科医院（和徳町） ☎32・2606
22 菊地歯科医院（中野１） ☎32・7257
29 おおしみず歯科クリニッ

ク（大清水１）
☎28・5211

お詫びと訂正

　広報ひろさき６月 1日号の 15
ページ「もっと②♡弘前 !!」内、
藤田記念庭園内大正浪漫喫茶室の
営業時間が「９時～ 18時」とあ
るのは「９時～ 17時」の誤りで
した。
　お詫びして訂正します。 
■問広聴広報課（☎35・1194）

内　科
７／１ 五日市内科医院（植田町）☎35・4666
８ さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37・2070

15 今村クリニック
（松原西２）

☎88・3090

22 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
29 梅村医院（石渡１） ☎32・3593

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.６.１５



 

【第３市民プール・城北ファミリープール・岩木
B&G 海洋センタープールの利用について】　
　今年度のプールの一般開放についてお知らせし
ます。健康維持のためにも積極的にご利用くださ
い。
▽開場期間および休場日

①第３市民プール
（八幡町３丁目、☎37・2025）
▽開場期間　６月30日～９月２日の午前9時～
午後６時（木曜日休場）

②城北ファミリープール
（八幡町１丁目、☎37・2024）
▽開場期間　６月 30 日～９月２日の午前 9時
30分～午後５時（火曜日休場）

③岩木 B ＆ G 海洋センタープール
（兼平字猿沢、☎82・5700）
▽開場期間　９月９日までの午前9時～午後９時
～共通事項～
※夏休み期間は毎日開場。
※第２市民プール（中野３丁目）は休場します。
▽料金　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。住所や年齢などを確
認できるものの提示を。
※その他の利用料金は、施設ごとに設定されてい
ますので、市ホームページなどでご確認ください。
■問い合わせ先　開場期間中は各プールへ。①
②のプール開放日以前は、市体育協会（☎ 37・
5508）へ。

 

夏だ！
プールを楽しもう !!

市のプールが開場！

15ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.６.１５

　６月 30日・７月１日の両日、文学館開館を記
念して無料開放します。当日は、「昔の付録に挑
戦！」、ワークショップ、クイズラリー（参加者
にオリジナル缶バッジプレゼント）、歴代企画展
スタンプ展示など各種イベントを行いますので、
ぜひおいでください。
▽とき　６月 30日・７月１日の午前９時～午後
５時（入館は午後４時30分まで）
■問い合わせ先　郷土文学館（☎37・5505）

無料開放

郷土文学館

▽とき　６月24日（日）、午前９時～午後５時
▽内容　津軽塗の箸研ぎ体験（体験料1,400円）
…午前 10時～午後４時／真土保育園・岳暘保育
園園児によるよさこい遊戯披露…午前 10 時～
10時30分／第12回津軽煎茶の会（１回430円）
…午前 10時～午後３時／樹木医が案内する観察
会…午後１時～２時
※6月 23日（土）は夜間開園を実施します。
■問い合わせ先　藤田記念庭園（☎37・5525）

無料開放

藤田記念庭園

 暮らしのinformation 暮らしのinformation
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■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

教室名 とき ところ 内容 対象・定員 参加料 問い合わせ・申込先

①キッズサッカ
ースクール in 東
北女子短期大学

３月末までの毎週水曜日、
午後３時～４時

東北女子短期
大学体育館

（上瓦ケ町）
サッカー体験 ４歳～６歳の幼児

入会金＝ 5,940
円、年会費＝
6,480 円、月会
費＝ 3,240 円

ブランデュー弘前 FC 事務局
（☎ 35・2012 ■E　info ＠
blancdieu-hirosaki.com）
※②は６月 21 日までに申し込
みが必要。（※２）②大人のサッカ

ー交流会
６月 23 日（土）、午後７
時～９時

青森県武道館
（豊田２丁目）

アイスブレイク、レク
リエーション、ウォー
キングサッカー

20 歳以上の市民＝
20 人 1,000 円

③スポーツチャ
ンバラ道場

８月 12 日・18 日・19
日の午前 10 時～正午 スポーツチャンバラ

小学生以下の子ども
と保護者＝ 10 組（先
着順）

無料

７月 31 日までに、青森県武道
館ホームページに掲載している
申し込み用紙に記入し、ファク
スか直接、青森県武道館（☎
26・2200、■Ｆ26・2206）へ。

④ 岩 木 B&G ジ
ュニア水泳教室

７月２日～８月６日の毎
週月曜日（７月 16 日を除
く）、午後６時～７時

岩木 B&G 海
洋センター

（兼平字猿沢）
水慣れ、クロール 身長 130cm 以上の

小学生＝ 15 人 無料

６月 25 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）（※２）

⑤プールで筋ト
レ・脳トレ水中
ウォーキング教
室

７月５日～ 26 日の毎週
火・木曜日（24 日を除く）、
午後１時 30 分～２時 30
分

河西体育セン
ター（石渡１
丁目）

水中ウォーキング、水
中ストレッチ、バラン
ス力を高めるトレーニ
ング、筋トレ、脳トレ

市民＝ 15 人 無料

６月 26 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）

⑥ソフトバレー
ボール体験教室

７月６日～７月 27 日の毎
週金曜日、午前 10 時～
11 時 45 分 金属町体育セ

ンター

ボール慣れ、ルール説
明、ゲーム 市民＝ 12 人 無料 ６月 30 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）
⑦～認知症を予防
しよう！～☆楽し
く健康教室☆

７月 10 日～９月 11 日の
毎週火曜日（７月 17 日を
除く）、午後１時～２時

リズム体操、脳トレな
ど 市民＝ 10 人 無料

⑧ 2018 ファミ
リーエンジョイ
テニス

７月７日（土）、午後１時
～３時 弘前 B&G 海

洋センター
（八幡町１丁
目）

キャッチボール、的当
ゲーム、ストローク、
ボレーなど

年少～小学校３年生
とその保護者

500 円（保険
料含む、当日徴
収）

６月 30 日までに、ファクス（住
所・氏名〈ふりがな〉・年齢・
学年・保護者氏名・電話番号を
記入）で、日本女子テニス連盟
青森県支部（鍛〈きたえ〉さん、
☎兼■Ｆ26・2555）へ。（※２）

⑨市民グラウン
ド・ゴルフ初心
者教室

７月 15 日（日）、午前９
時～午後０時 30 分（小雨
決行）

グラウンド・ゴルフの
基礎知識 市民 100 円（保険料

含む）
７月８日までに、グラウンド・
ゴルフ協会（奥出さん、（☎兼
■Ｆ33・8908）へ。

⑩ Saturday 
Night カヌー教
室 in 城北ファミ
リープール

子ども・親子の部＝７月
７日・21 日／大人の部＝
７月 28 日、時間はいずれ
も午後６時～７時 30 分

城北ファミリ
ープール（八
幡町１丁目）

カヌーの基礎技術、浮
遊体験など

小学生～一般＝各回
10 人

子ども＝ 1 回
500 円、親子＝
１回 1,000 円、
大人＝１回 700
円（保険料含む）

弘前 B&G 海洋センター（八幡
町１丁目、☎ 33・4545）

⑪ソフトテニス
教室

７月７日～ 29 日の毎週
土・日曜日、午前 10 時～
正午

鷹揚園庭球場
（弘前公園内）基本練習など

市民（未成年者は保
護者同伴または要送
迎）

無料
弘前ソフトテニス協会（築館さ
ん、☎携帯 090・3694・
0796）

⑫水中エクササ
イズ

７月 10 日・24 日の午後
１時～１時 45 分

温水プール石
川（小金崎字
村元）

足腰に負担をかけずに
できるエクササイズ

65 歳以上の市民＝
各回 20 人 無料 ６月 15 日から、温水プール石

川（☎ 49・7081）へ。

⑬体験・フォー
クダンスの集い

７月 15 日（日）、午後１
時 30 分～３時 30 分

弘前文化セン
ター（下白銀
町）２階会議
室

フォークダンス 市民 無料
弘前市フォークダンス協会事務
局（佐々木さん、（☎ 33・
6537）

（※２）

⑭体スッキリ体
操教室

７月 23 日～ 10 月 29 日
の毎週月曜日、午前 10 時
～ 11 時

市民体育館
（五十石町）
フィットネス
ルーム

ストレッチ体操、体幹
トレーニングなど 市民＝ 14 人 無料

６月 30 日（必着）までに、市
民体育館（〒 036・8362、五
十石町７、☎ 36・2515）へ。

（※１）（※２）

 

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・性別・電話番号・教室名を記入の上、各申込先まで申し込みを。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。※２…室内用運動靴の持参を。
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。各自傷害保険に加入を。

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

名　称 と　き ところ 内　容 問い合わせ・申込先

目の見え方などに
関する相談教室

６月21日、８月23日、
９月 27 日、11 月 29
日の午前 10 時～正午、
午後１時～３時

総合学習センター
（末広４丁目）

見えにくさへの対処方法、見え方に配慮し
た遊ばせ方・育て方、学級での指導方法、
生活に活用できる便利グッズの紹介など
※事前の申し込みが必要。保護者や学校の
先生なども利用できます。

ロービジョン相談支援センター（県立盲学
校内、☎青森 017・726・2239、平日
の午前９時～午後４時）

くらしとお金の安
心相談会

７月４日（水）、午前
10 時～午後４時

市民生活センター
（駅前町、ヒロロ３階）

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
※事前の申し込みが必要。

消費者信用生活協同組合青森事務所
（☎青森 017・752・6755）

各種無料相談

 

【第３市民プール・城北ファミリープール・岩木
B&G 海洋センタープールの利用について】　
　今年度のプールの一般開放についてお知らせし
ます。健康維持のためにも積極的にご利用くださ
い。
▽開場期間および休場日

①第３市民プール
（八幡町３丁目、☎37・2025）
▽開場期間　６月30日～９月２日の午前9時～
午後６時（木曜日休場）

②城北ファミリープール
（八幡町１丁目、☎37・2024）
▽開場期間　６月 30 日～９月２日の午前 9時
30分～午後５時（火曜日休場）

③岩木 B ＆ G 海洋センタープール
（兼平字猿沢、☎82・5700）
▽開場期間　９月９日までの午前9時～午後９時
～共通事項～
※夏休み期間は毎日開場。
※第２市民プール（中野３丁目）は休場します。
▽料金　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。住所や年齢などを確
認できるものの提示を。
※その他の利用料金は、施設ごとに設定されてい
ますので、市ホームページなどでご確認ください。
■問い合わせ先　開場期間中は各プールへ。①
②のプール開放日以前は、市体育協会（☎ 37・
5508）へ。

 

夏だ！
プールを楽しもう !!

市のプールが開場！

15ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.６.１５

　６月 30日・７月１日の両日、文学館開館を記
念して無料開放します。当日は、「昔の付録に挑
戦！」、ワークショップ、クイズラリー（参加者
にオリジナル缶バッジプレゼント）、歴代企画展
スタンプ展示など各種イベントを行いますので、
ぜひおいでください。
▽とき　６月 30日・７月１日の午前９時～午後
５時（入館は午後４時30分まで）
■問い合わせ先　郷土文学館（☎37・5505）

無料開放

郷土文学館

▽とき　６月24日（日）、午前９時～午後５時
▽内容　津軽塗の箸研ぎ体験（体験料1,400円）
…午前 10時～午後４時／真土保育園・岳暘保育
園園児によるよさこい遊戯披露…午前 10 時～
10時30分／第12回津軽煎茶の会（１回430円）
…午前 10時～午後３時／樹木医が案内する観察
会…午後１時～２時
※6月 23日（土）は夜間開園を実施します。
■問い合わせ先　藤田記念庭園（☎37・5525）

無料開放

藤田記念庭園



 

■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」は市の主な施設や市内の金融機関、郵便局、スーパーマーケットなどにも備えてあります。
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●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111
 だより “津軽”の話題満載

　６月23日・24日、西目屋村の名坪平カヌー競技場（西目屋村田代字名坪平）を会
場に、国内最高峰のカヌー大会「2018 カヌースラロームジャパンカップキョクヨー
シリーズ第４戦・ワイルドウォータージャパンカップ第４戦」が開催されます。全国
各地から集まった選手たちが、激しい激流に挑み熱戦を繰り広げます。
■問い合わせ先　西目屋村カヌー大会実行委員会（西目屋村教育委員会内、☎85・2858）

西目屋村平成30年度全国カヌー大会

市
町
村
イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー

６
月

７
月
１日 SHIROFES.2018 -城フェ

ス-
弘前城本丸にさまざまな地元クリエイター・トップアーテ
ィストが集結し、ダンスや音楽・芸術などを繰り広げます。

FUNKY STADIUM（ファンキース
タジアム）（☎88・6499）

３日 プロ野球パシフィック・リ
ーグ公式戦「東北楽天ゴー
ルデンイーグルス vs 福岡
ソフトバンクホークス」

２年連続となるプロ野球一軍公式戦がはるか夢球場で開
催されます。

弘前市文化スポーツ振興課
（☎40・7115）

４日～７日 横町納涼夜店まつり 横町通りで開催される夜店まつり。七夕のこの時期にた
くさんの短冊や出店が立ち並びます。

黒 石 商 店 街 協 同 組 合（ ☎ 53・
6030）

12日 プロ野球フレッシュオー
ルスターゲーム 2018

プロ野球入団５年以内の若手選手が集結し、スター選手
への登竜門といわれる大会が青森県で初開催されます。

弘前市文化スポーツ振興課
（☎40・7115）

15日 星まつり in そうま 2018
（弘前市）

星と森のロマントピアそうまでよさこい演舞や音楽ライ
ブを開催します。

同 実 行 委 員 会 事 務 局 ( ☎ 82・
3325）

15日 クラシックカークラブ青
森ミーティング in こみせ

中町こみせ通りに 1975 年以前の懐かしい旧車が、全
国から 200台以上集結します。

黒 石 商 店 街 協 同 組 合（ ☎ 53・
6030）

20日～
８月 17日

2018 大鰐温泉サマーフ
ェスティバル

納涼ふぇあ、親子映画、大鰐小学校によるマーチングバ
ンドなど、イベント盛り沢山です。

同実行委員会事務局（大鰐町企画観
光課内、☎48・2111）

22日（予定）丑湯まつり　温湯地区（黒
石市）

丑の御神体を乗せたみこしを子どもたちが引きます。
450年以上もの歴史ある伝統行事です。

丑湯まつり事務局（☎54・8365）

22日 チャンバラ合戦 in 平川 世界一平和な戦いが猿賀公園で開催。大人も子どもも一
緒になって出陣じゃー

平川市観光協会（☎40・2231）

27日～
８月 19日

金平成園一般公開 別名「澤成園」で知られる金平成園は、平成18年１月
26日史跡名勝天然記念物に指定されました。

黒石市文化スポーツ課
（☎52・2111）

29日 ちびっ子ねぷたのお通り
だい

土手町通りを会場に子どもたちが元気いっぱいにねぷた
を運行します。

弘前青年会議所（☎34・4458）

29日 「津軽は、夏へ。」出陣祭（黒
石市）

毎年津軽の夏に向けての出陣祭を行います。勇壮華麗な
笛太鼓を心ゆくまで堪能することができます。

津軽伝承工芸館（☎59・5300）

30日～
８月５日

黒石ねぷた祭り 県内有数の運行台数を誇り、７月30日、８月２日の合
同運行では 50台以上のねぷたが出陣します。

黒石青年会議所（☎52・3369）

下旬（予定）浅瀬石川ダム「ダム湖ふ
れあいデー」（黒石市）

虹の湖公園ふれあいの広場、ダムサイト公園で楽しく遊
びながらダムの役割を学ぶことができます。

浅瀬石川ダム管理支所
（☎52・8782）

下旬 北限に観る蓮の花まつり 群生地としては北限の和蓮が咲き誇る猿賀公園で、多く
のイベントが予定されています。

平川市観光協会（☎40・2231）

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。

△激流に挑む選手たち

有 料 広 告
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７月 16日
まで

奇想の絵師　歌川国芳展 斬新なデザインと奇想天外なアイデアで人気の、浮世絵
師・歌川国芳の代表作が弘前に！

弘前市立博物館（☎35・0700）

24日 第19回よさこい津軽（弘前市）土手町通りを会場に開催。躍動感あふれる演舞で魅了します。 同実行委員会事務局（☎33・4111）
24日 たけのこマラソン大会（

平川市）
老若男女問わずに参加でき、マラソン終了後は、たけの
こ汁と温泉に癒されます。

同実行委員会（碇ヶ関公民館内、
☎46・2104）

24日 ふじワングランプリ2018 藤崎町の特産品を使ったグルメ商品を考案・販売し、
Ｂ-1形式で人気を競う食の祭典です。

藤崎町企画財政課（☎88・8258）

30日まで 板柳町ふるさとセンター
農業収穫体験

カラフルなミニトマト収穫体験は１人200円。利用可能
日や時間はお問い合わせください。

板柳町ふるさとセンター
（☎72・1500）


