
1ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.７.１５

ｈｉｒｏｓａｋｉ
「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき

7／15
2018

お知らせ版
No.298

お知らせ版

「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。

弘前城本丸

石垣修理
体験イベント

8月11日
(土・祝 )

　弘前城本丸の石垣修理は、順調に石垣の解体が進ん
でいます（石垣の解体は本年度で終了予定）。
　今回、昔からある道具を使った石割体験や、石垣の
構造や石積み・石吊りの伝統的技法などを体験・学習
できるイベントを開催します。
▽とき　8月 11日（土・祝）、午前10時～午後 3時
（小雨決行、荒天の場合は12日に延期）
▽ところ　弘前公園本丸ほか
▽料金　無料（ただし、入園料は必要）

 ①石割体験（本丸）

　自然石を使い、昔か
らの工法で石割体験が
できます（要予約）。

 ②石積み石吊り体験（本丸）

　大型模型を使った石積
み石吊り体験に挑戦でき
ます（要予約）。

 ③石垣解体現場説明会（二の丸・内濠）

　工事の進み具合や発掘状況の説明を受けられます
（午前 10 時、午後１時の２回、各 30 分程度）。

 ④解体石垣見学会（四の丸石置場）

　刻字、朱書、矢穴跡など、いろいろな様相の石垣を
間近で観察できます（午前 11 時、午後２時の２回、
各 30 分程度）。

【常設展示】

 ⑤特徴ある隅石の展示（本丸）

　弘前城跡だけでしか見るこ
とができないイカ型の隅石（す
みいし）や刻字隅石を実際に
触ったり写真撮影したりする
ことができます。

 ⑥石垣普請番屋の開館（学習館）

　天守台から出土した地鎮具
（じちんぐ）や石垣解体の出土
品・石工道具・石垣に関する
説明パネルなどの展示のほか、
ガラス越しに石垣修理現場を
見学できます。

申し込み

▽体験イベント（①～②）申込期限　７月31日（必着）
※応募多数の場合は抽選で決定／動きやすい服装・履
物でおいでを／小学生未満は体験できません
▽申し込み方法　郵送かファクスまたはＥメール（体
験を希望するイベント名〈①石割体験または②石積
み石吊り体験〉・住所・参加者全員の氏名・連絡先・
希望時間〈午前または午後を指定〉を記入）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　kochokoho@city.
hirosaki.lg.jp）へ。
■問い合わせ先　イベント内容について…公園緑地課
（☎33・8739）／申し込みについて…広聴広報課（☎
40・0494）
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合同運行の出発時間・コース

【ねぷた運行コース】
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　弘前市重度心身障害者医療費助成制度（重度医療）
を受けている人の自己負担上限額が、平成30年８月
受診分から下表のとおり変わります。重度医療費は診

療を受けた日の属する月の翌月から起算して２年以内
のものが申請できます。
■問い合わせ先　福祉政策課（☎40・7122）

重度医療費の自己負担上限額が変わります

所得区分 現在（月額） 平成 30 年８月受診分から（月額）
外来 入院 外来 入院

上位所得者 対象外 対象外
一般 １万 4,000 円 ５万 7,600 円 １万 8,000 円

（年間上限額14万4,000円） ５万 7,600 円
低所得者

（市民税非課税世帯） ０円 ０円

※運行前にはコースへの車両の進入
が禁止となります。

8月受診分から
適用されます

弘前駅

イトー
ヨーカドー

市立病院７日

みちのく
　　銀行

有料
観覧席

中
央
通
り

１日～
　４日 有料

観覧席

元寺町

代官町

松森町
ふれあい広場

百石町展示館百石町展示館
百石町

3･3･2号線

まちなか情報
センター 　
まちなか情報
センター 　

審査席

アートホテル弘前シティ

ヒロロ

70 歳以上の
皆さんへ

　平成 30年８月から、70歳以上の高額療養費およ
び高額介護合算療養費の上限額が下記のとおり変わり
ます。高額療養費は診療を受けた月の翌月１日から２
年間申請できますので、領収書を保管しておいてくだ
さい。詳しくは問い合わせを。

■問い合わせ先　国民健康保険に加入している人…国
保年金課国保給付係（☎ 40・7047）／後期高齢者
医療制度に加入している人…国保年金課後期高齢者医
療係（☎ 40・7046）／協会けんぽ・健康保険組合
等に加入している人…加入している医療保険者へ

高額療養費・高額介護合算療養費の上限額が変わります

※年間上限額は 8 月～翌年 7 月までの 1 年間。入院分については変更ありません。

有料観覧席チケット販売中！
詳しくは弘前観光コンベンション
協会（☎35・3131）へ。

弘 ね前 ぷたまつり
■問い合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎37・5501）

８月１日～７日

日にち 出発時間 出発場所

1 日～ 4 日
午後 7 時 桜大通り
ねぷた出陣に先立ち、津軽
情っ張り（じょっぱり）大
太鼓の演技を披露します

5 日・6 日 午後 7 時 中央通り

7 日
（なぬかび） 午前 10 時

松森町ふれ
あい広場交
差点

※津軽剛情張大太鼓は 1日に運行
するほか、7日まで桜大通り「市民
中央広場」に展示しています。

弘前ねぷた観覧のマナー
●運行前の場所取りはおやめください。撤去する場合があります。
●人ごみの中での喫煙や自撮り棒の使用、立小便やごみのポイ捨てなど、危険
迷惑行為はおやめください。
●運行中は運行コースにはみ出ないようご注意ください。
●コース周辺の路上に駐車しての観覧は、近隣住民の迷惑となりますので、ご
遠慮ください。

ドローンに関する注意
●ドローンなどの無人航空機の飛行には許可が必要で
す。ただし、ねぷた運行コースおよび観覧場所周辺を飛
行することは、落下による事故につながる恐れがあるこ
とから、禁止されています。ドローンなどを見かけた人
は近くのスタッフへお知らせください。

ちびっ子ねぷたのお通りだい

　弘前ねぷたまつりの幕開けとして
「ちびっ子ねぷたのお通りだい」を
開催します。かわいい子どもたちが、
元気な掛け声とともに、土手町を練
り歩きます。
▽とき　７月 29 日（日）、午後３
時～（雨天中止）
▽運行コース　土手町倉庫→土手町
→一番町→桜大通り（解散地点）
■問い合わせ先　弘前青年会議所
（☎34・4458）

ねぷたの審査

　８月１日と２日（雨天順延）に、
ねぷたの構造や絵、運行の状況、囃
子（はやし）を審査します。審査は
桜大通り（市民中央広場側）に審査
席を設けて行います。

なぬかびおくり

　ねぷたまつりのなぬか日の夜に、
岩木川沿いにねぷたを並べ、炎で清
め送ります。ねぷた囃子（ばやし）
が奏でられる中、まつりのフィナー
レを飾ります。
▽とき　８月７日（火）、午後５時
～８時30分（予定）
▽ところ　岩木川河川敷（岩木茜橋
近く）
※入場は茜橋側からのみ。
▽入場料　無料

適 用 区 分
平成 29 年度

外来
（個人ごと）

外来 + 入院
（世帯ごと）

現役
並み

課税所得 145 万
円以上の人 ５万7,600円

８万 100 円 +（医療
費 -26 万 7,000 円）

×１％
※〈4 万 4,400 円〉  

一般 課税所得 145 万
円未満の人 １万4,000円 ５万 7,600 円

※〈4 万 4,400 円〉 

住民税
非課税

住民税非課税世帯
8,000 円

２万 4,600 円
住民税非課税世帯

（所得が一定以下など） １万 5,000 円

高額療養費上限額（月ごと）

適 用 区 分
平成 30 年 8 月から

外来（個人ごと） 外来 + 入院
（世帯ごと）

現役並みⅢ 課税所得 690 万円以
上の人

25 万 2,600 円 +
（医療費 -84 万 2,000 円）×１％

※〈14 万 100 円〉  

現役並みⅡ 課税所得 380 万円以
上 690 万円未満の人

16 万 7,400 円 +
（医療費 -55 万 8,000 円）×１％

※〈９万 3,000 円〉 

現役並みⅠ 課税所得 145 万円以
上 380 万円未満の人

８万 100 円 +
（医療費 -26 万 7,000 円）×１％

※〈４万 4,400 円〉  

一般 課税所得 145 万円未
満の人

１万8,000円
（年間上限額

14万4,000円）
５万 7,600 円

※〈4 万 4,400 円〉 

住民税
非課税

住民税非課税世帯
8,000 円

２万 4,600 円
住民税非課税世帯

（所得が一定以下など） １万 5,000 円

高額介護合算療養費上限額（月ごと）

適 用 区 分 平成 29 年度
70 歳以上

現役並み 課税所得 145 万円以上の人 67万円

一般 課税所得 145 万円未満の人
（※ 1） 56 万円

住民税
非課税

住民税非課税世帯 31 万円
住民税非課税世帯

（所得が一定以下など）
19 万円
（※２）

適 用 区 分 平成 30 年 8 月から
70 歳以上

現役並みⅢ 課税所得 690 万円以上の人 212 万円
現役並みⅡ 課税所得 380 万円以上 690 万円未満の人 141 万円
現役並みⅠ 課税所得 145 万円以上 380 万円未満の人 67 万円

一般 課税所得 145 万円未満の人（※１） 56 万円

住民税
非課税

住民税非課税世帯 31 万円

住民税非課税世帯（所得が一定以下など） 19 万円（※２）

※ 過去 12 カ月以内に 3 回以上、上限額に達した場合は、4 回目から多数回該当となり、上限額が〈　〉内の額に下がります。

※ 1 世帯収入の合計額が 520 万円未満（１人世帯の場合は 383 万円未満）の場合や「旧ただし書」の合計額が 210 万円以下の場合
を含む。
※２ 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は 31 万円。
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市民の皆さんから
公募します

　国民健康保険の運営などについて、広く市民の意見
を反映させるため、国民健康保険運営協議会の委員を
募集します。
▽応募資格　次の①～④のすべてに該当する人
①20歳以上の市国民健康保険の被保険者
②世帯に国民健康保険料や市税などの滞納がない人
③市のほかの附属機関などの委員でない人
④国または地方公共団体の議員、または常勤の職員で
ない人（退職者を含む）
▽募集人数　２人
▽募集期間　７月17日～ 8月 15日（当日消印有効）
▽委員の任期・会議の開催など　任期は委嘱の日から
３年間。会議は年３～５回程度、平日の日中に開催す
る予定
▽報酬など　会議１回の出席につき、市の規定に基づ
く報酬および交通費を支給

▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参、ファクスまたはＥメール（添付ファイルの容量
は１メガバイト程度まで）で提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号
②応募動機・国保事業に対する意見など（400字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、国保年金課（市役所１階）、
岩木・相馬総合支所民生課、各出張所でも配布してい
ます。なお、応募用紙は返却しませんので、あらかじ
めご了承ください。
▽選考方法　選考委員会で選考し、結果を応募者全員
に通知します。
■問い合わせ・提出先　国保年金課（〒036・8551、
上白銀町１の１、☎ 35・1116、ファクス 39・
6199、Ｅメール kokuho@city.hirosaki.lg.jp）

国民健康保険運営協議会の委員を募集

ブロック塀等の安全点検について点検を
お願いします

　６月18日に発生した、大阪府北部を震源とする地
震により、ブロック塀が倒壊し、通行人への被害が発
生しました。
　このような被害を防ぐため、ブロック塀等の所有者
や管理者は、右記のチェックポイントを参考に、危険
がないか点検をお願いします。点検の結果、危険性が
確認された場合には、付近通行者へ速やかな注意表
示などを行い、建築士等の専門家に相談の上、補修・
撤去等を行ってください。詳しくは市ホームページ
（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/
sumai/kenchiku/blockwall.html）を確認するか、
問い合わせを。
■問い合わせ先　建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

 

　技術者の技術向上および建設意欲の高揚を目的として、市などが発注し
た建設工事の中から特に優秀と認められる工事を、表彰しています。
　今年度は平成 29年度に完成した 294 件の工事のうち 17工事が選
ばれ、５月 30日に建設業者 18社、技術者 22人の受賞者を招き、市
立観光館で表彰式を行いました。
■問い合わせ先　法務契約課技術指導検査室（☎35・1137）

平成30年度弘前市優良建設工事表彰
▶
建
設
業
者

▶
技
術
者

 
ＮＥＷＳ

市政情報
Town Information

がん検診無料クーポン券を配布します無料で検診を
受けられます

　農業の未来を担う農業者の一層の経営発展を促進す
ることを目的として、農業者が農作業の省力化・効率
化を図るために行う、農業機械の導入やほ場の一部コ
ンクリート化にかかる経費の一部を支援します。
▽申請期限　８月10日（金）
※窓口での相談を受け付けた上での申請となりますの
で、早めの相談を。
▽対象者　経営改善・発展に向けて計画的に取り組む
農業者等（認定農業者、認定新規就農者、人・農地プ
ランに位置づけられている中心経営体、農業共済・収
入保険制度加入者など）
▽対象事業　①農業機械導入支援事業／② 集出荷環
境整備支援事業

▽対象経費　①農業経営に要する機械の導入にかかる
経費／②荷捌き場や進入路等の整備にかかるほ場の一
部をコンクリート化するために必要な経費
▽補助率・補助限度額　補助対象経費の実支出額の３
分の１に相当する額（上限：①=50 万円、②＝ 18
万円）
▽その他　応募多数の場合は抽選で決定しますが、平
成 27年度～平成 29年度に国や県の補助を受けてい
ない人を優先します。
※手続きや提出書類などの詳細については、問い合わ
せを。
■問い合わせ・申請先　農業政策課（①の事業…☎
40・0767、②の事業…☎40・0656）

み ほ ん

子どもの見守り
あなたの力で 放課後児童支援員を募集

農業の未来の
ために 農作業省力化・効率化緊急対策事業費補助金

□１、 塀の高さは地盤から 2.2 ｍ以下ですか

□２、 塀の厚さは 10 ㎝以上 （塀の高さが２ｍ超 2.2

ｍ以下の場合は 15㎝以上） ですか

□３、 塀の長さ 3.4 ｍ以下ごとに高さの 5 分の１以上

突出した控え壁がありますか

（塀の高さ 1.2 ｍ超のみ）

□４、 コンクリートの基礎があり

ますか

□５、 塀に傾きやひび割れは

ありませんか

鉄筋
ひび割れ

高さ

厚さ

控え壁

根入れ

　がん検診の受診を促進し、がんの早期発見・早期治
療につなげるため、がん検診の無料クーポン券を７月
中に発送します。対象者は下記のとおりです。詳しく
はクーポン券と一緒に送付するお知らせをご覧くださ
い。
▽対象者
◎子宮頸がん検診　21 歳（平成 9年 4月 2日～平
成10年 4月 1日生まれ）の女性全員
◎乳がん検診　41 歳（昭和 52 年 4 月 2 日～昭和
53年 4月 1日生まれ）の女性全員
※いずれも４月21日以降に弘前市に転入した対象年
齢の人は、前住所地の市町村からクーポン券が発行さ
れます。既に前住所地の市町村からクーポン券が送付
されている人は、当市のクーポン券と交換が必要です
ので、お問い合わせください。

◎大腸がん検診　45歳（昭和 48年 4月 1日～昭和
49 年３月 31 日生まれ）の男女で、平成 25 ～ 29
年度に、市が実施する大腸がん検診を一度も受けたこ
とのない人
※対象者のうち、平成 30年 4月 1日以降に市が実
施する大腸がん検診を受診し、費用を負担した人には
自己負担金を助成しますので、領収書を保管してくだ
さい。
■問い合わせ　健康づくり推進課（弘前市保健セン
ター内、☎37・3750） 

　学童保育（なかよし会・なかよしクラブ）に従事す
る放課後児童支援員を募集します。
▽要件　保育士、幼稚園・小学校・中学校・高等学校
等の教員、社会福祉士のいずれかの資格を有する人、
または高卒以上で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、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
のある児童を含む）、父母会の会計業務（会費の取り
まとめなど）、日誌やお便り作成など
▽募集人数　８人
▽採用期間　採用日～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　時給 780円、通勤手当（限
度額あり）・賞与（年２回）あり（６カ月継続勤務の
場合）、①常勤支援員＝社会保険あり、雇用保険あり、
②短時間支援員＝社会保険なし、雇用保険あり

▽勤務形態　学校授業日＝放課後～午後７時のうち、
①実働４～５時間程度、②実働４時間程度／学校休業
日＝午前７時30分～午後７時のうち、①実働８時間
程度、②実働４～８時間程度（いずれもシフト制）
※学校休業日とは、土曜日・夏休み等の長期休業日。
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① 40 時間以内、
② 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、８月17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30分～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
■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）

外観をチェックし 、
１つでも不適合となる
場合は専門家へ相談を
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▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽講師　菅野敦さん（東京学芸大学
教授）
▽入場料　無料（講演会参加者は
500円）
▽申し込み方法　ファクスまたはＥ
メール（氏名、連絡先を記入）で、
申し込みを。
■問ひまわりの会（桜庭さん、☎兼■Ｆ
33・1839、■Ｅ saku0730@kkd.
biglobe.ne.jp）

こどもアート体験ひろば2018

　さまざまなアートを一度に体験で
きるイベントを開催します。
▽とき　７月 22 日（日）、午前９
時 45分～午後２時（最終入場は午
後１時）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　体験コーナー（いけばな、
茶道、せん茶道、お琴、打楽器、弦
楽器・管楽器、日本舞踊、マンドリ
ン、書道、籐工芸、絵画、小鼓、や
きもの、バルーンアート）
▽対象　小学生（親子での来場も可）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要で、当日は
自由に参加できます。ただし、コー
ナーによっては定員を超えた場合、
体験できないことがあります。
■問生涯学習課（☎82・1641）

こどもの森 7 月の催し

◎カブト・クワガタ展
▽とき　7月 22日～８月５日
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）
▽内容　カブトムシやクワガタの飼
育展示
▽入場料　無料
■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）

白神酵母研究会

　白神山地から採取された酵母（弘
前大学白神酵母）の勉強会を開催し

ます。
▽とき　７月25日（水）
　　　　午後４時～５時
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホールB
▽内容　「弘前大学白神酵母」の研
究発表、活用商品の試飲など
▽参加料　無料
■問７月 24日までに、ひろさき産学
官連携フォーラム事務局（産業育成
課内、☎32・8106）へ。

弘前市老人クラブ連合会
芸能発表大会
▽とき　７月25日（水）、午前10
時 30分～午後３時
▽ところ　岩木文化センターあそ
べーる（賀田１丁目）
▽内容　市内老人クラブ会員による
踊りなどの芸能発表
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市老人クラブ連合会事務局
（☎36・3834）

弘前工業研究所 一般公開

　「見て、触れて、学べる！～見え
ない世界が見えてくる～」をテーマ
にした、小・中学生も楽しめる催し
です。
▽とき　７月 27 日・28 日の午前
９時30分～午後４時
▽ところ　弘前工業研究所（扇町）
▽内容　研究所設備機器の紹介、研
究内容・成果の紹介、成果品の展示・
販売、県産酒（日本酒、リンゴ酒）
の飲み比べ、木のおもちゃで遊ぼう、
実験体験（食べられるカビってなん
だ？、バスボム〈入浴剤〉を作ろう！）
など
▽参加料　無料　　　
※小学校低学年以下は保護者同伴／
飲み比べに参加する人は車での来場
はご遠慮ください。
■問弘前工業研究所（☎55・6740）

藤田記念庭園夜間開園

　９月までの毎月第４土曜日に夜間
開園を行います。ライトアップした

鳴海要記念陶房館の催し

◎電動ロクロを体験しませんか？
▽と き　７月 20 日・21 日・22
日の午前 10時～午後３時
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽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）
※所要時間は約45分。予約優先。
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

夏休みおはなしクイズラリー

　こども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階）閲覧室内に掲示する「おはな
しクイズ」にチャレンジしよう。
▽とき　７月21日～８月 19日
※回答カードの配布は、７月 21日
の午前 10時からこども絵本の森受
付カウンターで行います（クイズラ
リー開催期間中は休館日を除き毎日
配布）。
▽ところ　こども絵本の森
▽内容　絵本に関するクイズの答え
をカードに記入してください。全問
正解者には、おめでとうカード・オ
リジナル塗り絵と景品をプレゼント
（景品は先着50人）。
▽対象　小学生以下
▽参加料　無料
■問こども絵本の森（☎ 35・0155、
第３木曜日は休み）

ひまわりの会発足 35 周年記念事業
～ぼくも、わたしもonly one！～
　日本ダウン症協会「JDS」青森・
弘前支部ひまわりの会発足 35周年
記念イベントを開催します。
▽とき　７月22日（日）、「ステー
ジパフォーマンス」＝午後０時30
分～２時、講演「将来をみすえて今、
何を大切に育てるのか・支援するの
か？」＝午後２時30分～４時30分

幻想的な空間で、庭園を散歩してみ
ませんか。
▽とき　７月28日（土）
　　　　午後５時～９時
※ねぷた期間に合わせて、８月１日
～４日も夜間開園を行います。
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）洋館（藤田謙一資料室）、高台部、
低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子供＝
100円
■問藤田記念庭園 (☎ 37・5525)

夏休みおはなし会

▽とき　７月28日（土）
　　　　午後２時～２時40分
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽語り手　しらゆり会
▽対象　小学生以下＝80人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

弥生いこいの広場の催し

◎動物広場エサやり体験
　どの動物にエサをあげるかは当日
までのお楽しみ！
▽とき　7月 29日（日）
　　　　午前11時 30分～
▽対象　動物広場入場者
▽参加料　無料（動物広場入場料が
必要）
※事前の申し込みは不要。
◎ Summer スクール「飼育員の
お仕事体験」
　動物広場にいる動物たちのお世話
をする体験ができます。1日飼育員
になろう！
▽とき　８月４日（土）
　　　　午前９時～午後２時　
※現地集合・解散。
▽体験内容　獣舎の清掃、エサの準
備、エサやりなど動物のお世話
▽対象　小学生＝15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　300 円（豚汁、ジュー
ス代を含む）
▽持ち物　おにぎり、タオル、着替
え、帽子、長靴、手袋

◎カブトムシ GET だぜ !
　ミッションを達成してカブトムシ
をゲットしよう !
▽とき　８月５日（日）
　　　　午前10時～正午
※雨天中止。カブトムシが無くなり
次第終了。
▽参加料　無料　
※動物広場入場料が必要となる場合
があります。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

いわき夏まつり

▽とき　７月30日・31日
　　　　午後７時～
▽ところ　賀田通り、岩木文化セン
ターあそべーる（賀田１丁目）周辺
▽内容　浅草サンバ／獅子舞披露／
よさこい＆ねぷた運行／岩木ファミ
リーバンドライブ／ヒップホップ・
ストリートダンス／フラ＆タヒチア
ンダンスなど
■問岩木夏まつり実行委員会事務局
（岩木山商工会内、☎ 82・3325）

まちなかクラフト村
弘前工芸舎・夏企画
　市内の工芸品を一堂に会した夏限
定のセレクトショップです。
▽とき　７月31日～８月 19日
　　　　午前９時～午後５時
▽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）

「津軽塗」ワークショップ

　箸や iPhone ケース、USB メモ
リなどに津軽塗の一部工程（研ぎ出

し）が体験できます。
▽とき　８月１日～６日
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　武徳殿休憩所（弘前公園
内）
▽体験料　1,400 円～（別途入園
料が必要）
■問市みどりの協会（☎33・8733）

郷土文学館ラウンジの
ひととき
▽とき　８月４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　「語る会」の皆さんによる
朗読「津軽の詩」
▽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）

 イベント

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会　みずがめ座δ流星群を
見よう
▽とき　７月28日（土）
　　　　午後７時～９時
★観察会　大接近した火星を見よ
う
▽とき　７月31日（火）
　　　　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。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後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）
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※催しがある場合など、設置し
ない日もありますので、詳しく
はホームページ（http://www.
hirorosquare.jp/）で確認するか、
問い合わせを。
【親子で一緒に英語体験１.２.３！】
▽とき　８月９日（木）、午前 10
時 30分～ 11時 20分
▽ところ　３階イベントスペース
▽対象　未就学児とその保護者＝
25組（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■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〉）

おでかけ緑の講習会

　植物に関する疑問はありません
か。樹木医、グリーンアドバイザー、
造園技能士が学習会などのお手伝い
をします。
▽受付期間　開催日の１カ月前まで
（年末年始を除く）
▽時間　午前９時～午後５時のうち
３時間以内
▽対象　市内に在住、在勤または在

学する複数人で構成された町会、学
校、団体、グループなどが主催する
事業
▽料金　無料
※一部有料となる場合がありますの
で、詳しくはホームページ（http://
www.h i rosak ipark .o r. jp /
koshu/index.html）で確認する
か問い合わせを。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

弘前の歴史的文化遺産講座

「明治 150 年 弘前の文明開化」
▽とき　８月 22 日～ 10 月 24 日
の毎週水曜日
※時間はいずれも午前 10時～ 11
時 30分。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽対象　原則全 10回の講座すべて
受講可能な人＝30人
※応募多数の場合は抽選で決定。
▽参加料　無料
▽申し込み方法　７月 17日～８月
６日に、郵送かファクス（郵便番
号・住所・氏名・年齢・性別・電話
番号を記入）で、今井二三夫さん
（〒 036・8333、若党町 75の２、
■Ｆ 32・9272）へ。
■問弘前文化財保存技術協会（今井さ
ん、☎32・9272）

▽ところ　追手門広場
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）

ふるさと探訪バスツアー

【A コース「津軽白神湖と岩木山ま
るごとコース」】
▽とき　９月４日（火）
▽集合　午前 9時までに弘前運動
公園（豊田２丁目）駐車場または午
前９時 20分までに JR弘前駅城東
口バスプールへ
▽訪問コース　水陸両用バス乗車体
験（西目屋村）→マタギ亭（昼食）
→岩木山神社参拝・散策→高岡の森
弘前藩歴史館見学（いずれも弘前市）
▽定員　35人
▽参加料　4,000 円
【Ｂコース「津軽の美景と味覚満喫
コース」】
▽とき　９月８日（土）
▽集合　午前9時までに JR弘前駅
城東口バスプールまたは午前９時
25分までに堀越雪置き場駐車場へ
▽訪問コース　青森ワイナリーホテ
ル（大鰐町）見学・散策→盛美園（平
川市）見学→ふじさき食彩テラス（藤
崎町）昼食→津軽伝承工芸館（黒石
市）こけし絵付け体験
▽定員　40人
▽参加料　3,500 円
～共通事項～
▽時間　午前９時～午後４時（小雨
決行）
▽対象　弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村に在住の人
※参加料はいずれも昼食代・施設入
館料を含む。
▽申し込み方法　８月８日（当日消
印有効）までに、はがきまたはＥメー
ル（①希望のコース、②バスの乗降
場所、③郵便番号・住所、④氏名（ふ
りがな）、⑤年齢、⑥電話番号を記入）
で、フラワー観光「ふるさと探訪
バスツアー」係（〒 036・8053、
和泉２丁目１の１、■Ｅ hirosaki@
flower-travel.com）へ。
※１回の申し込みで 2人まで。応
募多数の場合は抽選で決定し、結果
は当選者のみに通知します。
■問フラワー観光（☎ 26・2113、
日曜日、祝日は除く）
※詳しくは津軽広域連合ホームペー

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 夏の定期公演
　夏にまつわる作品を中心とした臨
場感あふれる朗読劇ステージです。
▽とき　８月４日（土）
　　　　午後２時～３時15分
▽ところ　太宰治まなびの家（旧藤
田家住宅、御幸町）
▽上演作品　『満願』、『たずねびと』、
『炎天汗談』など７作品
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。弘前厚生
学院の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携
帯090・3123・3861）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

弘前城植物園８月の催し

◎夏休み自由研究応援！草木の叩き
染め体験
　植物園の木や花をスケッチした
り、ハンカチの叩き染め体験ができ
ます。
▽とき　８月12日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　弘前城植物園
▽対象　小学生＝20人（先着順）
▽参加料　500円
■問７月 23日から、市みどりの協会
（☎33・8733）へ。

めぐり愛バスツアー

　素敵な出会いを見つけるバスツ
アーです。
▽とき　８月19日（日）
　　　　午後１時～７時30分
▽集合　弘前駅城東口
▽内容　板柳町でクッキーづくり体
験、黒石市で街歩き、弘前市で懇親
会
▽対象　20 歳以上 60 歳未満の独
身者で、弘前圏域市町村（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）に在
住・在勤する人＝男女各20人
▽参加料　3,000 円
※申し込み方法など、詳しくは市
ホームページをご覧ください。
■問８月 10 日までに、ひろさき広
域出愛サポートセンター（☎ 35・
1123、■Ｅ h-deai@city.hirosaki.
lg.jp）へ。

「津軽岩木スカイラインを
歩いてみよう会」参加者募集
　心身の健康増進を目的に、自動車
を一時通行止めにした津軽岩木スカ
イラインを歩いてみませんか。
▽とき　９月２日（日）
※雨天決行。ただし、荒天時は中止。
▽集合　午前６時 45 分までに JR
弘前駅城東口駐車場前（往復とも専
用貸切バスを利用。帰りは午後２時
30分に８合目出発）へ
▽コース　Ａコース＝ 10㎞／Ｂ
コース＝５㎞
▽対象　小学生以上（小学生は高校
生以上の同伴者が必要）
※体の不自由な人も参加できます
が、事前にご連絡ください。
▽参加料　１人2,000円
※中止の場合は返金しませんので、
ご注意ください。
▽持ち物　昼食、飲み物、汗拭きタ
オル、雨具など
▽申し込み方法　８月 10 日まで
に、郵送またはファクス（郵便番号、
住所、氏名、年齢、性別、電話番号、「ス
カイライン参加」と記入）で申し込
みを。後日参加申込書を送付します。
■問弘前歩こう会事務局（今井さん、
〒 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％システム採択事業。

台湾・台南市のパフォーマンス
団体による伝統舞踊披露
　昨年、友好交流の覚書を締結した
台湾・台南市のパフォーマンス団体
が、台湾のお祭りには欠かせない「八
家将（はっかしょう）」を披露します。
独特な歩き方や踊りはさまざまな災
いを払うといわれています。台南市
の伝統文化に触れてみませんか？
▽とき　８月２日（木）、午後３時～

 教室・講座
  

 

ジ（http://tsugarukoiki.jp/）を
ご覧ください。

ヒロロスクエアのイベント

【ダンス交流文化祭 2018 参加者
募集】
▽とき　①９月８日…チームダンス
コンテスト部門・チームバトル部門
（対象…学生）／②９月９日…ワー
クショップ（対象…学生および教育
関係者）
▽ところ　①４階市民文化交流館
ホール、②３階健康ホール
▽申し込み方法　チケット（2,000
円）を購入の上、電話で、ひろさ
き芸術舞踊実行委員会（☎ 88・
6499）へ。１枚で①②どちらも参
加できます。
▽チケット取扱所　ヒロロ（１階イ
ンフォメーション、３階文化交流館
窓口）、ひろさき芸術舞踊実行委員
会（山道町）
【ヒロロ de 学習】
　より多くの人が自主学習できるよ
う、イベントスペースに机と椅子を
追加設置します。テスト勉強や書類
作成など、さまざまな用途にぜひご
利用ください。
▽開設時間　午後４時～８時 45分
（夏休み期間の一部は午前９時～）
▽ところ　３階イベントスペース

　昭和 30年ごろに撮影された懐かしい弘前のまち
の姿の、30年後、そして 60年後の現在までの町並
みの移り変わりを紹介します。
▽とき　10 月 15日までの午前９時 30分～午後４
時30分（毎週火曜日は休館）
▽ところ　旧第五十九銀行本店本館
（青森銀行記念館）２階大会議室
▽入場料　無料（ただし、入館料
が必要）
※弘前ねぷたまつり期間中は無休
で午後６時まで開館。期間中入館
料も無料。
■問文化財課（☎82・1642）

60 年前の弘前のまちの姿

「～懐かしい町並みの移り変わり～」

昭和 30年ごろ

昭和 60年ごろ

現在
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館（賀田１丁目）、相馬ライブラリー
（五所字野沢）で引き換えができま
す。
■問こども絵本の森（☎35・0155）

読み聞かせボランティア募集

　こども絵本の森（ヒロロ３階）で
は、０歳～３歳児向けのおはなし会
の読み聞かせや手遊びなどを行うボ
ランティアを募集します。申し込み
は随時受け付けていますので、読み
聞かせに興味がある人はご協力をお
願いします。こども絵本の森で開催
しているおはなし会の見学もできま
す。詳しくは問い合せを。
■問こども絵本の森（☎35・0155）

文化グループ会員募集

【書道愛好会】
▽活動日　第２・４水曜日の午前
10 時～ 11 時 50 分（変更の場合
あり）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階工作実習室
▽内容　漢字・かなの基礎的な練習、
年１回の作品展への出展
▽講師　肥後黄娥さん（北門書道会
理事）
▽募集人数　５人
▽会費　月額3,800円
■問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。

ひろさき多子家族応援パスポート

　多子家族の子育てを応援するた
め、市の公共施設（文化・体育・社
会教育施設等）の使用料などが無料

になるパスポートを発行していま
す。夏休みにプールなどでも活用で
きます。対象施設など詳しくは、市
ホームページ内「ひろさき多子家族
応援パスポート事業対象施設リス
ト」をご覧ください。
▽対象　平成 12年４月２日以降に
生まれた子どもが３人以上いる家族
の親子
▽受付場所　子育て支援課（市役所
１階）
▽申請に必要なもの　親子全員分の
健康保険証など
■問子育て支援課子育て戦略担当（☎
40・7038）

ひろさき広域出愛サポート
センター７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　７月29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Ｂ
■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〉）

りんご産業イノベーション
支援事業費補助金　２次募集
▽対象　①市内に住所を有し、組織
および運営に関する規約等がある２
戸以上のりんご生産者で組織する団
体／②市内に住所を有する、農地所
有適格法人、農業協同組合、認定農
業者または認定新規就農者／③市内
に住所を有し、りんごの移出または
加工を主たる業務とする法人事業者

のいずれかに該当する人または団体
▽対象経費　りんご産業の課題解決
につながる新たな栽培方式に必要な
苗木代、農業用アシストスーツ導入
に係る初期費用や機器リース料など
▽補助金額　補助対象経費の２分の
１に相当する額または 200 万円の
いずれか少ない額以内の額
▽申込期限　８月24日（金）
※申し込みの際は事前にご相談くだ
さい。
■問ひろさき未来戦略研究センター
（市役所２階、☎40・0631）

多重債務・消費生活法律相談会

　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。
▽とき　８月 18 日（土）、午後１
時30分～３時 30分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階市
民生活センター
▽対象　市民＝４人（先着順）
▽相談料　無料
▽申し込み受け付け　７月 24 日、
午前８時30分～
■問 市民生活センター（☎ 34・
3179）

市民課窓口業務等業務委託に関
するプレゼンテーションを公開
　10月 1日から、市民課窓口業務
等の業務委託を更新します。その事業
者選定のためのプレゼンテーション
および質疑応答を一般公開します。
▽とき　7月 20日（金）
　　　　午後１時～
▽ところ　市役所６階大会議室
■問市民課（☎35・1113）

▽持ち物　裁縫道具一式
■問７月 31日までに、サンライフ弘
前（☎27・2811）へ。

白神自然環境 人材育成講座

　弘前大学の教養科目と白神を深く
学ぶ特設科目を組み合わせた、総計
143時間の講座です。
▽募集説明会　とき…８月 10 日
（金）の午後６時 30分～／ところ
…弘前大学創立 60周年記念会館コ
ラボ弘大８階（文京町）八甲田ホー
ル
▽履修期間　９月末から２年間
▽受講料　７万円（２年間分）
※詳しくは、ホームページの募集要
項をご覧ください。
■問弘前大学生涯学習教育研究セン
ター（☎ 39・3146、■Ｈ http://
culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/
sgcenter/）

ブックスタート
～絵本を通して赤ちゃんと楽しいひ
とときを～
　赤ちゃんに、絵本２冊を含むブッ
クスタートパックをプレゼントして
います。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（駅前町、ヒロロ３階）、
弘前図書館（下白銀町）、岩木図書

東北女子大学公開講座

▽とき　７月 30 日（月）、午後１
時30分～３時 30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽テーマ　「いつ食べる　何を食べ
るか　食を知る」
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。詳細は
ホームページ（http://www.tojo.
ac.jp）で確認を。
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289）

弘前大学公開講座
「夏休みの数学 2018」
▽日程と内容　８月４日＝「オペ
レーションズ・リサーチ」、８月５
日＝「微分法と積分法が拓いた自然
科学・自然哲学」
※時間は両日とも午前 10時 30分
～午後３時。
▽ところ　弘前大学理工学部（文京
町）
▽定員　各日40人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、７月 23日までに、郵送
かファクスで申し込みを。
※申込書は、弘前大学理工学
部 数 物 科 学 科 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.st.hirosaki-u.
ac.jp/̃mathsci/mathphys/）か

らダウンロードできます。
■問弘前大学大学院理工学研究科総
務グループ総務担当（〒 036・
8561、文京町３、☎ 39・3510、
■Ｆ 39・3513）
※「あおもり県民カレッジ」の単位
認定講座。

ハーバリウム体験教室

　好きな花を自由に選んで
ハーバリウムを作ります。
▽とき　８月５日（日）、
午前10時～午後４時
▽ところ　裾野地区体育
文化交流センター（十面
沢字轡）和室
▽定員　30人程度（10
歳以下は保護者同伴）
▽参加料　800円（材料費として）
■問８月４日までに、裾野地区体育
文化交流センター (☎ 99・7072、
月曜日は休み )へ。

サンライフ弘前
初心者パッチワーク教室
▽とき　８月６日・20 日・27 日
の午前 10時～正午
▽ところ　サンライフ弘前（豊田1
丁目）
▽内容　ポーチ製作
▽対象　60歳以上の市民＝10人
▽参加料　450 円（材料費、保険
料として）
※事前の申し込みが必要。

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  172,910人　   （－ 106）
　 男　　  79,252人　   （－           57）
　 女　　  93,658人　   （－       49）
・世帯数　 71,880世帯    （+             26）
   平成 30年６月１日現在（推計）

　夏のりんご畑ってどんな感じ？夏休みもりんご公園で思いっきり楽しもう！
▽とき　７月29日（日）、午前10時～午後４時
▽ところ　りんご公園（清水富田字寺沢）
▽内容　ずぶ濡れ！水鉄砲、宝探し、りんごジュース飲
み比べ、ねぷたのうちわ作り、りんごのちょうちん作り、
ねぷた囃子体験会、BBQコーナー、かき氷、その他出
店あり
※イベントによっては有料のものもあります。また、天
候により、イベント内容を変更することがあります。
■問りんご課（☎40・7105）

 その他
  

７月
29日りんご公園

サマーフェスティバル水鉄砲で
楽しんじゃおう！

 

　健康寿命を延ばすにはどうしたらいいの？子ど
もから大人まで、みんなが健康でいるための、生
活習慣改善に向けた市の取り組みを紹介します。
○放送日　７月28日（土）
              午前 11時 30分～ 11時 45分
○放送局　青森テレビ（ATV）

「健康寿命延伸大作戦！」

元気
弘 前 報広市 の 番 組

弘前
！元気 　健康寿命を延ばすにはどうしたらいいの？子ど

もから大人まで、みんなが健康でいるための、生
活習慣改善に向けた市の取り組みを紹介します。
○
              午前 11時 30分～ 11時 45分
○

！
前
！

Ｇ Ｅ Ｎ Ｋ Ｉ ！

Ｈ
Ｉ Ｒ Ｏ Ｓ Ａ Ｋ Ｉ
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除方法などについては市ホームペー
ジにも掲載していますので、ご覧く
ださい。
■問環境管理課環境保全係（☎ 36・
0677）

小型移動式クレーン
運転技能講習
▽とき　８月８日～10日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝桝形運送（小
比内字福田萢）
▽対象　普通自動車以上の運転免許
証を保有する市民で、①申込時に求
職中で、雇用保険を受給中の 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
込時に失業中で、ハローワークに登
録し、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歳以上の人のいずれか
▽定員　５人（先着順）
▽受講料　１万円（ただし、資格所
持者は 6,760 円。いずれもテキス
ト代1,645円が別途必要）
※資格所持者…クレーン、デリック、
揚貨装置の各運転士免許証の所持者
および床上操作式クレーン、玉掛け
の各技能講習修了証の所持者
▽申込期間　７月 17 日～ 24 日
（土・日曜日を除く）
▽申し込み手続き　印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給資格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、前記資
格所持者は各免許証または修了証を
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（市役所５階、☎
35・1135）

弘前・白神アップルマラソンの
参加申し込み締切間近！
　申込パンフレットは市内の体育施
設にありますので、ぜひご参加くだ
さい。詳しくは問い合せを。
▽郵便・大会事務局締め切り　７月
27日
▽インターネット締め切り　７月
31日
■問弘前・白神アップルマラソン実行
委員会事務局（☎88・8399）

「廃品おもしろ工夫展 in
プラザ棟＆みんなで選ぶ
プラザ賞」作品募集

　牛乳パックなどの「紙パック」と
生活の中から出た不用品を使って自
由な発想で制作した作品を募集しま
す。
▽対象　弘前市、平川市、大鰐町、
藤崎町、板柳町、西目屋村の小学生
および特別支援学校の児童（個人ま
たはグループ）
▽応募規定
○材料　メインの部分が紙パックで
あれば、他の部分の材料の種類は問
いません。
○大きさ　おおむね 50㎝× 50㎝
× 50㎝以内
○その他　他のコンテスト（学校内
のものを除く）に出品したことがな
いもの
▽応募方法　申込用紙に必要事項を
記入し、８月 28日～９月９日の午
前９時～午後４時に、弘前地区環境
整備センタープラザ棟（町田字筒
井）へ、個人・グループ・学校ごと
に作品を持ち込んでください。申込
用紙および募集要項は弘前地区環境
整備センタープラザ棟で配布して
いるほか、ホームページ（http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
kankyoseibi/plaza/）からダウ
ンロードできます。
▽展示・審査　９月 15日～ 11月
11日の期間、弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟に展示し、優秀作品
には特別賞を授与します。また、応
募者全員へ参加賞を贈呈します。
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎36・3388、月曜日は休み）

農作業従事者を募集します

▽作業期間　７月～ 11月の収穫終
了まで
▽作業時間　原則、午前８時～午後
５時（休憩を含む。時間外勤務なし）
※短時間勤務など相談に応じます。
▽作業内容　りんご生産の農作業
▽対象　園地まで通勤が可能で、は
しごでの作業ができる人
▽賃金　園主との話し合いで決定
▽採用方法　面接による選考
■問ＪＡつがる弘前農作業従事者無料

イ学館（表町、アプリーズ４階）
▽対象者　申込時点で、市内に住所
を有する女性または 40歳未満の男
性で、次の①・②のいずれかに該当
する人
①失業中で求職中（雇用保険受給中
かハローワークに登録をして求職）
の人／②パート・アルバイト等で働
いている求職中の人（要件あり）
▽定員　介護・医療事務＝各 10人
／パソコン・日商簿記＝各５人（先
着順、選考面接あり）
▽受講料　対象者①＝3,000 円～
5,000 円、対象者②＝１万円～
１万 5,000 円（テキスト代・検定
料などは別途自己負担）
▽その他　申し込み方法など、詳し
くは市ホームページで確認するかお
問い合わせください。
■問商工政策課（市役所５階、☎
35・1135）

アメリカシロヒトリの駆除に
ご協力を
　ガの一種のアメリカシロヒトリ
は、幼虫期に樹木の枝・葉に白い糸
を巻き付けて巣網を作り、集団で巣

網内の葉を食べ尽くした後、付近一
帯の樹木に分散し、広く被害を及ぼ
します。
　このような被害が目立つようにな
る時期は、気象状況などによって変
動しますが、おおむね７月上旬から
中旬と８月下旬ごろの年２回です。
▽駆除・対策　葉にクモの巣のよう
な巣網を発見したら、巣網ごと切り
落として踏みつぶすか、ビニール袋
で二重に密封して燃やせるごみに出
してください。
　巣網への薬剤散布も有効ですが、
予防のための薬剤散布は効果があり
ません。薬剤は、ホームセンターな
どで市販されている毛虫用の殺虫剤
をお勧めします。ただし、使用方法
や周囲の環境には十分注意してくだ
さい。
　また、薬剤散布は地域ぐるみで一
斉に実施することが効果的であるた
め、市では町会を対象に噴霧機を貸
し出しているほか、弘前市町会連合
会では各町会を通して、薬剤費の補
助をしていますのでご活用くださ
い。自分で駆除できない場合は、造
園業者や害虫駆除の専門業者に相談
を。アメリカシロヒトリの生態や駆

市民参画センターからのお知らせ

【開館時間の変更】
　ねぷたまつり期間につき、次のと
おり開館時間を変更します。
▽変更期間　８月１日～４日
▽開館時間　午前９時～午後５時
【臨時休館】
　設備の点検などのため、次の期間、
休館します。
▽期間　８月27日・28日
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

若年者と女性のための
資格取得支援事業
　求職中の若年者および女性を対象
とした、介護職員初任者研修、パソ
コン（初級・中級）、医療事務、日
商簿記（２級・３級）の講習会を開
催します。マンツーマン形式（介護
研修を除く）で個人にあった授業を
行い、早期就職を支援します。
▽ところ　介護職員初任者研修、パ
ソコン、日商簿記…ＪＭＴＣ弘前教
室（外崎４丁目）／医療事務…ニチ

　大森勝山遺跡は、今から約3,000
年前の縄文時代晩期の環状列石（ス
トーンサークル）を有する国の史跡
です。岩木山麓の豊かな自然の中、
遺跡を舞台にした体感イベントで縄
文時代に想いをはせてみませんか。
▽とき　８月５日（日）、午前９時
～午後３時（小雨決行）
▽ところ　史跡大森勝山遺跡（大森
字勝山）
※駐車場に限りがありますので、な
るべく乗り合いでお越しください。
また、当日は JR弘前駅城東口より、
午前９時から午後２時まで１時間ご
とに送迎バスを運行します。
▽内容
①おおもりかつやま展望台…再現さ

れた環状列石と竪穴建物、岩木山を
望む絶景を楽しめます。
②おおもりかつやま遺跡探検隊…史
跡大森勝山遺跡をくまなく案内しま
す（午前 10時～、午後２時～、１
回40分程度）。
③おおもりかつやま縄文クイズラ
リー…遺跡内に設置されたクイズに
挑戦できます。
④地産地消ふるまい鍋…地元町会に
よる、無料のふるまい鍋（正午～午
後１時ころ）
⑤ちゃれんじ！野菜焼…地元産野菜
を石で造った炉で焼いて食べます。
⑥たいけん！竪穴建物…遺跡で見つ
かった竪穴建物を再現。
⑦ドキドキ！チェンソーアート…職

人による彫刻パフォーマンス。
⑧わくわく！じょうもん生活…土器
作り、火おこしなど、縄文時代の生
活を楽しく学べます。
⑨すそのよさこい…裾野小・中学生
によるよさこい演舞（午前 11時こ
ろ、雨天中止）
⑩おおもりかつやまミニ JAZZ コ
ンサート…ミニコンサートを行いま
す（午後１時ころ、雨天中止）
※④・⑤は無くなり次第終了。詳し
くは市ホームページ、チラシなどを
ご覧ください。
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 い 合 わ せ 先　文化財課（☎
82・1642）

人による彫刻パフォーマンス。

じ
大森勝山

ょうもん祭り

職業紹介所（☎ 82・1052）、ＪＡ
相馬村農作業従事者無料職業紹介所
（☎84・3215）

有 料 広 告

 

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・祝日の入院を必要としな
い軽症の急患や特定の診療科目に
対応するため、当番医がそれぞれ
の医院において診療します。

内　科
８／5 小堀クリニック

（中野２丁目）
☎32・7146

12 さがらクリニック
（桔梗野１丁目）

☎37・2070

19 伊東内科・小児科ク
リニック（元長町）

☎32・0630

26 弘前温泉養生医院
（真土） ☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
８／5 なんば耳鼻咽喉科

（高田５丁目） ☎55・8749
19 松本眼科（三岳町） ☎31・3211

歯　科
８／5 中畑歯科診療所

（山道町）
☎32・6650

11 川崎歯科（紙漉町） ☎33・7475
12 佐藤歯科医院

（大浦町）
☎36・0412

19 中川歯科医院
（松森町）

☎32・2188

26 第一歯科クリニック
（城東中央３丁目）

☎27・7706

◎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）へ問い合
わせを。
◎日程は変更となる場合がありま
すので、あらかじめ当番医にご連
絡ください。

 
　６月 15日号でお知らせした
当番医（歯科）が一部変更とな
りました。変更後の内容は次の
通りです。お間違えのないよう
ご注意ください。
７月 22 日…おおしみず歯科
クリニック（大清水１）
７月 29 日…菊地歯科医院（中
野１）



ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.７.１５14 15

 

 

 

 

 暮らしのinformation

 法人の設立・異動の届け出
をお忘れなく
　市内に法人を設立・設置した場合
や名称・所在地などが変更となった
場合、解散・清算した場合は、市お
よび県にそれぞれ届け出が必要です
（一部法人を除く）。
※届出用紙は市や県のホームページ
からダウンロードできます。
　詳しくは問い合わせを。
■問市民税課諸税係（☎ 35・1117）
または中南地域県民局県税部課税第
一課（☎32・1131、内線 278）

「子どもの作品展示会」
作品募集
　11 月３日に開催する「第 57 回
弘前市子どもの祭典」で展示する作
品を募集します。人を笑顔にする作
品を奮ってご応募ください。
▽対象　市内の小・中学生（書道の
部は未就学児も可）
▽応募規定など　
○団体作品　
１つの作品を２人以上で作成。絵画
や工作など内容は自由
○個人作品　
①工作の部…自分で作った工作作品
②絵画の部…八つ切りサイズの画用
紙に描いた作品
③書道の部…補助線なしの四つ切半
紙に書いた作品（課題…津軽弁〈小
学校３年生まで〉、人を笑顔にする
書道〈小学校４年生以上〉、いずれ
も言葉は自由で、半紙の左側に学校
名・学年・氏名を記入）
※各団体・個人ともに水漏れの可能
性のあるもの・植物・昆虫標本の類
は出品不可。各部門応募は１点まで。
▽応募方法　作品に、タイトル・住
所・氏名（ふりがな、団体作品は代
表者氏名と製作者全員分）・性別・
学校名（団体名）・学年・電話番号
を記入したものを添付し、郵送また
は持参してください。作品出品票は、
中央公民館事務室で配布するほか、
ホームページにも掲載しています。
▽受付期間　９月 10日までの午前
８時 30分～午後５時（火曜日を除
く）
▽その他　各部門の優秀作品に選ば
れた人は「子どもの祭典」式典で表

彰／応募作品は 11月４日～ 18日
に、中央公民館事務室で返却します。
■問弘前市子どもの祭典実行委員会
事務局（〒 036・8356、下白銀
町 19 の４、弘前文化センター１
階中央公民館内、☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

弘前大学教育学部附属特別
支援学校の児童生徒募集
▽対象　①②いずれにも該当する人
①知的障がいがあり、愛護手帳（療
育手帳）を持っている人、または医
師もしくは公的機関（児童相談所等）
による知的障害者であることの証明
書が提出できる人
②通学時間がおおむね１時間以内の
人
▽定員　小学部第１学年＝３人、第
３学年＝１人、第５学年＝１人／中
学部第１学年＝６人（小学部連絡進
学予定者３人を含む）、第２学年＝
２人、第３学年＝３人／高等部第１
学年＝８人（中学部連絡進学予定者
６人を含む）
▽応募書類の交付　９月 20日まで
（土・日曜日、祝日を除く）の午前
８時30分～午後３時
※入学選考出願前に入学相談が必
要。相談は９月７日まで受け付けま
すので、希望者は事前に連絡を。
■問弘前大学教育学部附属特別支援学
校（☎36・5011）

プラザ棟　eco フリー
マーケット出店者募集
▽とき　９月１日・２日、午前 10
時～午後３時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）２階研
修室
▽募集区画　15区画
▽出店料　無料
▽応募方法　申込用紙に必要事項を
記入の上、７月 15日～８月 12日
に持参、郵送またはファクスで弘前
地区環境整備センタープラザ棟へ。
※申込用紙はプラザ棟で配布して
いるほか、ホームぺージ（http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
kankyoseibi/plaza/）からダウ

ンロードできます。
▽その他　応募多数の場合は抽選で
決定し、８月 14日以降、応募者全
員に結果を連絡します。
■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、月曜日は休館日）

津軽の食と産業まつり
出展者募集
▽とき　10 月 26 日～ 28 日の午
前９時30分～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ターおよびエントランス広場（豊田
２丁目、運動公園内）
▽出展料　１コマ＝１万8,000円
▽共益費　屋内（主に物販・企業PR
など）…１店舗 5,000 円／屋外テ
ント村（主に飲食）…１店舗１万
円
※その他、必要に応じて経費がかか
る場合があります。
■問８月 24日の正午までに、津軽の
食と産業まつり運営協議会事務局
（上鞘師町、弘前商工会議所内、☎
33・4111）へ。

自衛官募集

【航空学生】
▽受験資格　航空…高卒（見込みを
含む）以上 21歳未満の人／海上…
高卒（見込みを含む）以上 23歳未
満の人
▽試験日　９月17日

【一般曹候補生】
▽受験資格　18 歳以上 27 歳未満
の人
▽試験日　９月23日

【自衛官候補生】
▽受験資格　18 歳以上 27 歳未満
の人
▽試験日　男性＝９月 29 日・30
日／女性＝９月20日
～共通事項～
▽受付期間　９月７日まで
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

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剣道暑中稽古 ７月 23 日～ 27 日の
午前 6 時～ 8 時

市民体育館（五十
石町）競技場 剣道の朝稽古 150 人 無料 市民体育館

（☎ 36・2515）

②躰道暑中稽古 ７月 25 日～ 27 日の
午前 6 時～ 7 時

弘前 B&G 海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）競技場

躰道の朝稽古 50 人 無料

弘前 B&G 海洋セ
ンター

（☎ 33・4545）

③柔道暑中稽古 7 月 25 日～ 28 日の
午前 6 時～ 7 時

弘前 B&G 海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）武道館

柔道の朝稽古 50 人 無料

④少年少女バレー
ボール教室

7 月 21 日（土）、午
前 9 時～午後 5 時

弘前 B&G 海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）競技場

バレーボールの基本 小学生＝
100 人 無料

⑤Ａｆｔｅｒ ＳＵＰ
（アフターサップ）

8 月 17 日・24 日・
31 日・1 回目＝午後
6 時～／ 2 回目＝午後
7 時～

城北ファミリープ
ール（八幡町１丁
目）

スタンドアップパド
ルボードの体験

小学校 3 年
生以上＝各
回 5 人

1 回 700 円

⑥スクラッチゴル
フコンペ兼市民ゴ
ルフ場選手権予選

8 月 12 日（日）、午
前 8 時 30 分～午後 1
時

岩木川市民ゴルフ
場（清野袋２丁目）  16 人 3,500 円 岩木川市民ゴルフ場

（☎ 36・7855）

⑦テニス体験教室
（午前）

8 月 22 日～ 10 月
17 日の毎週水曜日、
午前 10 時～正午 運動公園（豊田２

丁目）庭球場 基本のストローク

未経験者・
ラリーの続
かない人（学
生を除く）
＝ 10 人

無料
７月 31 日までに、
運動公園（☎ 27・
6411）へ。⑧テニス体験教室

（夜）
8 月 21 日～ 10 月 9
日の毎週火曜日、午後
7 時～ 9 時

⑨カヌー教室 7 月 31 日（火）、午
前 9 時～午後 3 時

津軽ダム周辺（西
目屋村） カヌー体験 小学生＝

20 人 1,500 円

開催日の 7 日前ま
でに、岩木山総合公
園（☎ 83・2311）
へ。

⑩木登り体験 8 月 3 日（金）、午前
10 時～午後 3 時

津軽白神湖遊々の
森（西目屋村） 木登り体験 小学生＝

20 人 1,500 円

⑪卓球入門教室 8 月 7 日（火）、午前
10 時～ 11 時 30 分

岩木山総合公園（百
沢字裾野）体育館 卓球の基礎 小学生＝

20 人 500 円

⑫川歩き体験 8 月 10 日（金）、午
前 10 時～午後 3 時

暗門の滝（西目屋
村） 川歩き体験 小学生＝

10 人 1,000 円

⑬リフレッシュ☆
ストレッチ教室

８月 15 日～９月 19
日の毎週水曜日、午後
１時 30 分～ 2 時 30
分 金属町体育センタ

ー集会室

自宅で手軽にできる
ストレッチ体操 市民＝12 人 無料 ７月 31 日までに、

金属町体育センター
（〒 036・8245、
金属町１の９、☎
87・2482）へ。

（※ 1）
⑭気軽にスポーツ
体験教室

８月 17 日～ 10 月
19 日の毎週金曜日、
午前 10 時 30 分～正
午

ラージボール卓球・
ソフトバレーボール
など

市民＝15 人 無料

⑮温水プール石川
水中エクササイズ

８月 21 日・28 日の
午後１時～ 1 時 45 分

温水プール石川（小
金崎字村元）

水中での歩行、ジャ
ンプ、キックなどの
エクササイズ

65 歳以上の
市民＝各回
20 人（先着
順）

無料
温水プール石川

（☎ 49・7081）
（※ 2）

名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

精神対話士の
「ほっ！と相談」

７月 29 日（日）、午前
10 時～午後２時

ヒロロ（駅前町）
３階多世代交流
室 C

病気・生活・仕事・人生に関する悩みについて
メンタルケア協会青
森事務所（寺山さん、
☎携帯 090・7793・
8595）

くらしとお金の
安心相談会

８月１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
ついて（事前の電話予約が必要）

消費者信用生活協同
組合青森事務所（☎
青森 017・752・
6755）

ファイナンシャル
プランナーによる
無料納税相談

８月２日・９日・16 日・
23 日・30 日の午前 11
時～正午、午後３時～
４時（23 日は午後６時
～７時も受け付け）、８
月 26 日の午前 11 時～
正午、午後２時～３時

収納課（市役所
２階）

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）が個別に対応します

（１人１時間まで、先着順、事前の予約が必要）

７月 31 日までに、収
納課（☎ 40・7032、
40・7033）

保育のお仕事出張
相談会

８月 19 日（日）、午前
10 時～午後３時

ヒロロ（駅前町、
３階）イベント
スペース

保育所保育指針改訂ポイント講座（午前 11 時～
11 時 30 分）、県保育士・保育所支援センター職
員による個別相談、保育求人情報の閲覧・紹介

青森県社会福祉協議
会福祉人材課（☎青
森 017・718・
2225）

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。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…水着、水泳帽、バスタオルの持参を。
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。

各種無料相談

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111 暮らしのinformation
■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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 　約3,000年前のストーンサーク
ルを有する「大森勝山遺跡」と、弥
生時代日本最北・東日本最古級の水
田跡「砂沢遺跡」を巡ります。
▽とき　８月18日（土）
　　　　午後１時～４時 

▽集合　午後１時までに、市立観光館（下白銀町）バスプールへ。※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）。
▽定員　各40人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み受け付け　７月25日～（１人１コースのみ、重複申し込みはできません）
▽受付時間　午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
■問い合わせ・申込先　文化財課（☎82・1642）

共通事項

　市では、毎年夏に遺跡などをバスで巡るツ
アーを開催しています。今回は３つのコース
で開催します。この機会に弘前の歴史を体感
してみませんか。

　弘前城石垣に使われた石を切り出
した「如来瀬石切丁場跡」と、昨年
度に整備した江戸時代の馬場跡「高
照神社馬場跡」を巡ります。
▽とき　８月25日（土）
　　　　午後１時～４時 

　津軽為信の居城「堀越城跡」と、
為信が南部氏から独立する際に戦場
ともなった中世の城館「乳井茶臼館」
を巡ります。
▽とき　８月26日（日）
　　　　午後１時～４時 

砂沢遺跡 高照神社馬場跡 乳井茶臼館

読 売
ジャイアンツ

千葉ロッテ
マリーンズ

YOMIURI GIANTS
　       EASTERN LEAGUE  2018

VS
一塁側 三塁側

入場券販売中

■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。

ひろさき　　　　　  　ツアー　　　　  　歴史体感

 「大森勝山遺跡」と
 「砂沢遺跡」を巡る

 「堀越城跡」と
 「乳井茶臼館」を巡る

 「如来瀬石切丁場跡」と
 「高照神社馬場跡」を巡る

Aコース Bコース Cコース

運動公園「はるか夢球場」（豊田２丁目）に読売ジャイアンツがやってきます！
一軍での活躍を目指して白球を追いかける選手たちの熱い戦いを、ぜひ球場で見届けましょう！

■問い合わせ先　弘前市体育協会（☎37・7926）／ 弘前市運動公園（☎27・6411）

2018 年  プロ野球イースタンリーグ公式戦

※子どもは４歳以上中学生以下。内野 SS・S・Aは、
４歳未満でも座席の確保が必要な場合、入場券が必要。

読売ジャイアンツ　イースタンリーグ 2018

▽入場券販売所　はるか夢球場、笹森記念体育館、
市民体育館、弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター、河西体育
センター、温水プール石川、岩木Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター、青森県武道館、ローソンチケット（Ｌコー
ド :22490）ほか

席種 前売価格 当日価格
大人 子ども 大人 子ども

内野指定席SS 完売
内野自由Ｓ 2,000 円 1,000 円 2,500 円 1,500 円
内野自由Ａ 1,500 円 800円 2,000 円 1,000 円
外野自由 1,000 円 500円 1,200 円 500円

はるか夢球場
（弘前市運動公園）

13:00 試合開始（11:00 開場）

8/11土·祝


