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あなたのデザインが全国を駆ける！
弘前版 図柄入りナンバープレート

デザイン案 大募集 !!
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この背景のデザインを募集します！

■問い合わせ・提出先　都市政策課（〒036・8551、上白銀町１の１、
☎35・1102、Ｅメール toshiseisaku@city.hirosaki.lg.jp）

　今年1月に実施した「図柄入り
弘前ナンバープレート導入に関す
るアンケート」の結果を受け、西
目屋村と連携し、「弘前版図柄入り
ナンバープレート」の導入を目指
す取り組みを進めています。
　そこで、当市や西目屋村の魅力
を市内外に広く発信するとともに、
皆さんが自動車につけたくなるよ
うな、素敵なデザインを募集します。
▽応募資格　日本在住の個人（国
籍・年齢・経験・受賞歴の有無は
問いません）
▽募集期限　８月31日
▽応募規定　
（１）1人3点まで応募可
（２）デザインは、次の内容を１つ
以上満たすものとしてください。
①自動車のデザインや地域の街並
み、景観と調和したもの
②地域の人が愛着を持つ、または

地域外の人が注目するもの
③老若男女が好感を持てるもの
▽応募方法　応募用紙とデザインを、
データまたはＡ４サイズの手書き様
式で作成し、郵送、持参またはＥメ
ールで提出を。
※Ｅメールの場合、ＺＩＰファイル
にまとめてお送りください。郵送、
持参の場合は、ＣＤ－Ｒ等にデータ
を格納してください。
※様式は市ホームページに掲載して
いるほか、手書き様式を都市政策課
（市役所３階）でも配布しています。
※応募作品は返却しません。デザイ
ンの規格など、詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください。
▽選考方法　選考委員会の審査を
経て、最終選考を市民の皆さんの「人
気投票」により決定します。
▽賞品　最優秀賞 5万円（1点）、
優秀賞 2万円（2点）

特 集

　近年、多様な働き方が注目を集める中で、
市民の創業・起業に対する意識も高まりをみ
せています。この動きに合わせて、市では、
平成 25年度から創業・起業支援の拠点とし
て「ひろさきビジネス支援センター」を設置・
運営し、これまでに 100件以上の起業家を
生み出しました。また、経済産業省と総務省
から認定を受けた「弘前市創業支援事業計画」
に基づき、市内の各支援機関が一丸となって、
創業支援、創業セミナー開催、金融支援など
を行っています。
　このような取り組みの中、今までにはない
個性豊かな起業家が増え、街中でも新しい店
舗をみることが多くなりました。
　今回は、ひろさきビジネス支援センターを
活用して起業した３組の皆さんを紹介しま
す。熱い思いを持ち、弘前という地で自らの
夢を実現させた起業家の皆さんのその思いに
迫ります。
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私らしく
輝けるまち

　　

【今号の表紙】

　７月中旬、太陽が照りつける中訪れた久渡
寺山（坂元字山元）。セミの鳴き声が至る所
から聞こえる中、子どもたちが宝探しをする
かのように虫取りを楽しんでいました。ふと
目をそらすと、そばにはきらきらと咲き誇る
ひまわりが。太陽から栄養を一生懸命に吸収
し、黄色に映える花びらが夏らしさをより一
層際立たせていました。

たくさんの光を浴びて

～私たち、弘前で起業しました！～
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暮らしの information
イベント、教室など

Health Information
健康の掲示板

smile 通信
さらっと一句・川柳
弘前図書館近着図書紹介
食改さんおすすめレシピ
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市政情報
◆豪雨災害義援金
◆家庭系ごみ指定袋制度の導入
を中止します
◆児童扶養手当等の申請や現状
届など
◆市政懇談会
◆弘前霊園内に合葬墓が完成
ほか
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遊べるカフェ Triple遊べるカフェ
遊べるカフェ
遊べるカフェ
遊べるカフェ Triple遊べるカフェTripleTripleTripleTripleTriple
遊びを通して人をつなぐ

　東京に住んでいたころに、共通の趣味「ボードゲー
ム」がきっかけで現在の奥さんと出会い、奥さんの出
身地である弘前に引っ越しました。
　東京にはボードゲームカフェがたくさんあります。
老若男女さまざまな人が楽しんでいますが、弘前では
認知度がまだまだ低いなと感じていました。そこで、
私たちの大好きなボードゲームの楽しさをもっと多く
の人にを知ってもらいたいと思い、ボードゲームカ
フェを開くことに。
　今まで弘前にはなかったジャンルのお店なので「お
客さんは来てくれるのか」「収入は得られるか」など、
不安なことは多かったのですが、ひろさきビジネス支
援センターに相談し、さまざまなアドバイスをもらい
開業することができました。自分たちなりのコンセプ
トを持ったお店作りができるので、夫婦で協力しあい
ながら楽しく働いています。

　「Triple」では、ボードゲームを楽しんでもらうこ
とはもちろん、遊ぶことを通して友達の新しい一面を
発見したり、今まで出会う機会がなかった人と出会っ
たりできる、「人と人をつなげる場」でもありたいと
思っています。
　お店にはボードゲームが 300種類ほどあり、コー
ヒーやホットサンドなどの軽食も用意しています。親
子で遊べるゲームや、頭をあまり使わなくてもできる
ゲームなどもあるので、ゆっくりボードゲームを楽し
みたい人や親子連れにもぜひ来ていただきたいです。
どう遊んでいいか分からない人にも私たちが簡単に楽
しめるゲームを紹介します。
　今年の２月に開業し、走り始めたばかりですが、
Triple のように、今までになかったジャンルのお店
が弘前に増えていろいろな楽しみ方ができるまちに
なっていくといいですね。

Triple（トリプル）
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櫛
く し び き

引 紗
さ お り

織さん

■住所　百石町 32の９ エムズスクエア１階
■営業日　平日＝午後４時～ 11時
　　　　　土・日曜日、祝日＝午後１時～ 11時
　　　　　※月・火曜日は休み。
■駐車場　あり（２台）
■電話番号　26・6133

手作りの双子服 inorino
その子のかわいさ、引き出す仕掛け

　初めてミシンを買ったのは10歳ころでした。小さ
いころから裁縫が好きで、かばんや人形の服をミシン
で作っていました。
　結婚後初めての育児を経験し、子育てに四苦八苦し
ていたとき、ある双子のお母さんに出会いました。1
人の娘を育てている私より大変な思いをしているその
お母さんを見たときに、「この親子になにか私ができ
ることはないか」と思い、双子服を作ることにしまし
た。それがきっかけで、双子服の製造・販売をする仕
事を始め、現在は親子でおそろいの服や 1人用の服
も作っています。
　一番に考えるのは、子どものかわいさを引き立てる
服であること。服自体はあまり華美にせず、子ども
が「にこっ」と笑ったときにそのかわいさをより高め
るような服を作るようにしています。また、季節ごと
にテーマを決めて、一着一着ストーリー性のある服を

作っています。双子服は色違いにはしないで、同じ生
地で横じまと縦じまにしたり、少しデザインを変えて
います。遠くから見ると普通のおそろいの服が、近く
で見ると若干デザインが違って、「ちょっと形が違う
んだね」と話しかけてもらえるような、「会話が生ま
れる服作り」を心掛けています。
　今は子育て中なので無理はせず、夫の協力を得なが
ら自宅で商品を作っています。自営業なので収入は安
定しませんが、その分収入を得ると自分がこれまでが
んばってきた対価だと思えるし、お客さんにとても感
謝するようになりました。一番うれしいことは、自分
の作った服を着た子の写真やお礼の手紙をいただいた
時。「あぁ、この仕事をしていて良かったな」と感じ
ます。もし起業したいと考えている人がいたら、まず
は「何のためか」「誰のためか」、そういったところか
ら考えることも大事だと思っています。

手作りの双子服
手作りの双子服
手作りの双子服
手作りの双子服 inorino手作りの双子服 inorino inorino inorino inorino inorino
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inorino（イノリノ）
■洋服は中三弘前店（土手町）、コトリ cafe
（百石町展示館内）で取り扱い中
■オーダーメイドの相談はインスタグラム
（inorinofuku) から連絡を。
■電話番号　090・4556・2930
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Triple フェイスブック inorino インスタグラム
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はじめの一歩を
応援します

ひろさきビジネス支援センター

フェイスブックも
随時更新中

　経験の少ない起業家に対して、
インキュベーション・マネジャー
（※）が事業の知識、ノウハウ等
をアドバイスします。第二創業を
目指す人、すでに創業した人も利
用できます。

　創業の心得から財務管理、経営、
販路開拓まで学べるサポートセミ
ナーを開催しています。実際に創
業した人からの事例発表を聞ける
ほか、受講者同士のネットワーク
を築くことができます。

　創業後の経理、労務、販路拡大
等のための本を無料で貸し出して
いるほか、書類作成スペースでは
無料でパソコンを利用でき、職員
による添削も受けられます。

※インキュベーション・マネジャー…創業・起業志望者を構想から創業するまで、さらに創業後も伴走しながらきめ細かくサポー
トする専門家。

　ひろさきビジネス支援センターを利用した創
業・起業件数は毎年20件を超え、多くの人たち
が弘前で夢を実現させています。ひろさきビジネ
ス支援センターでは幅広い相談に対応しています
ので、起業についての悩みや不安をまずはご相談
ください。あなたの夢を全力で応援します。

市の支援制度も
ご活用ください 空き店舗活用支援事業費補助金

弘前でチャレンジしてみませんか？

　中心市街地の空き店舗を活用して、小売・サービス業
を新規出店または移転する人に対し、店舗改修工事費の
一部を補助します。要件がありますので、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。
■問い合わせ・申請先　商工政策課（☎ 35・1135）

起業する人を全面的にサポートします！

専任インキュベーション・マネジャー  石
いしかわ

川 悟
さとる

 さん
ひろさきビジネス支援センター

燻製所 トパーズ 燻製所 トパーズ
燻製所 トパーズ
燻製所 トパーズ
燻製所 トパーズ

何もかもが楽しくて、何もかもがやってよかった

　元々、薫製が好きで県外に行ったときにお土産によ
く買っていました。青森は食べ物が新鮮なので、薫製
を食べる文化があまりないと思います。だからこそ弘
前の人に薫製の味を知って好きになってもらいたいと
思い、自分で薫製のお店を開くことを考えるようにな
りました。
　しかし、お店を開きたいという思いはありましたが
漠然としており、最初は何から始めれば良いか分から
ない状況でした。そこで、ひろさきビジネス支援セン
ターに相談し、「ターゲットは誰なのか」「周知方法は
どうするのか」など、自分でも曖昧だった部分を一つ
ずつ明確にし、事業計画が固まった時点でようやく開
業することができました。
　「トパーズ」は宝石の一種で、元々色のないものか
ら放射線などをかけて色をつけていく宝石だそうで
す。このお店も、私自身が薫製の色を決めるのではな

く、お客さんが思い描く薫製を提供していきたいと思
い「燻製所 トパーズ」という店名にしました。現在
は主にチーズ、ナッツ、枝豆、カツオチップスの薫製
を販売しており、今後も新しい商品を考えていきたい
と思っています。
　お店を開く前は不安でいっぱいでしたが、誰よりも
薫製が好きなので、今となっては薫製のお店を開くこ
とができてとてもうれしく感じますし、諦めるという
選択をしなくて良かったと思います。起業したいとい
う思いが少しでもあれば、まずはひろさきビジネス支
援センターに思いをぶつけてみてください。
　７月には開業１周年を迎えることができました。「薫
製を食べたい」と思った時に「じゃあトパーズに行こ
うよ！」と言ってもらえるようなお店を目指し、初心
を忘れず、いつまでも新鮮な気持ちでこのお店を続け
ていきたいです。

トパーズ フェイスブック
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成
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燻製所 トパーズ
■住所　城東３丁目４の２
■営業日　木曜日～日曜日の午後１時～６時
　　　　　※月・火・水曜日は休み
■駐車場　あり（２台）
■電話番号　78・1206

　木曜日～日曜日の午後１時～６時

起業支援の専門家に相談する 創業・起業セミナーに参加する 多種多様なサポート体制

7ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.８.１

今年度から
水曜日の夜間、
第３土曜日も
受け付けを拡充！

■住所　土手町 31（コミュニケーションプラザ棟２階）
■受付時間　月～金曜日と毎月第３土曜日の午前９時～午後５時（水曜日は午後８時まで）
※インキュベーション・マネジャーによる対応は水曜日と第３土曜日のみ（要予約）。
それ以外の日はセンター職員が対応。
■相談料　無料
■電話番号　32・0770

　ひろさきビジネス支援センターでは、私を含め５人のインキュベーション・マネジ
ャー（起業支援専門家）が起業についての相談を受け付けています。当センターは創
業支援拠点として、市や金融機関、商工会議所、大学などとも連携して創業・起業を
支援しています。「起業って一体どういうものなの？」「自分でも起業できるの？」と
いった相談でも構いませんので、少しでも起業に興味を持っている人は気軽にセンタ
ーへお越しください。弘前は学園都市で、弘前城やねぷたまつりといった地域資源も
豊富にあり、起業しやすいまちです。私自身Uターンして弘前で起業しているので、
Uターンや I ターンして弘前で起業したいと思っている人も
ぜひご相談ください。自分の経験を生かして皆さんを全力で
支援します。

77ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.８.１ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.８.１

あなたも
弘前市で夢を
実現しません

か？
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市政情報
Town Information

■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎35・1130）

今年 ５ 月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 今年
昨年
差

5,450t

1,001g
1,015g
-14g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

285t 減
（昨年同月比）

 

　生ごみの重さのうち、約８割は
水分なんだって！きちんと水分を
切ってごみ出しをすると、ごみの
量を減らすことができるし、ごみ
処理施設で生ごみを燃やすときに
使用する燃料も少なくて済むから
一石二鳥だね！

たか丸くんの　ごみ減量速報

■

今年 ５ 月のごみ排出量

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

１人１日当たりの
ごみ排出量（平成
30年４月～５月の
累計から換算）

家庭系ごみ指定袋制度の導入を　　　　します
　市では、平成30年７月１日から「家庭系ごみ指
定袋制度」の導入を予定していました。４月から
中止に向けた検討を進めてきましたが、このたび、
正式に導入を中止することが決定しました。
　そのため、今後もこれまでと同じ方法でごみ出
しをお願いします。今後は、市民の皆さんとごみ
減量化の目的や役割を理解し合い、知恵を出し合

いながら一体となってごみの減量
化を進めていきます。
※分別などの詳細は、「平成 30年
度ごみの分け方・出し方」をご覧
ください。
■問い合わせ先　環境管理課（☎
32・1969）

中止

ごみは必ず、収集日の朝８時３０分までに出してください。交通事情などにより収集時間が普段と変わる場合があります。

交通事情などにより収集時間が普段と変わる場合があります。

品　　目

分　　　け　　
　方　　・　　

出　　　し　　
　方

⬆このマークが目
印です。

※びんの色ごとに
分ける必要はあり

ません。

※かんの素材（ア
ルミ、スチール）ご

とに分ける必要は
ありません。

※化粧品のびん・
哺乳びん

※内側が銀色

※ハサミなどで切
り開いて袋へ

※細かいものは袋
に

※なるべく缶とは
別の

　（スプレー缶だけ
の）

　　　袋に入れる

※断面が波状

※フィルムは取り
除く

※フィルムは取り
除く

※なるべくつぶし
て

※生ごみは
　水をよく
　切る

※紙おむつは
　汚物を取り除くプラスチック・

発泡スチロール

お菓子の箱

包装紙包装紙

紙袋

ゴム・革

CD・ビデオテー
プ

※細かいものは袋
に入れる

・1本の長さ60㎝未
満、

　太さ10㎝未満
・1束30㎝以内で1

回に3束まで

※　 マークの表
記がないもの　

※「雑がみ」で出せ
るもの

●教科書・参考
書・ノート

●トイレットペ
ーパーの芯

●カレンダー

　（紙以外は取り
外す）

※「燃やせるごみ
」は、長さが45cm

未満のものが対象
です。 指定ごみ袋対象外

※専門業者へ

※使い切って

※厚紙などに
　包んで「刃物」
　と表示

蛍光管（45㎝未満
）・

電球・電池

漬物石

チラシ

物干台
（台座）
物干台
（台座）

せともの・ガラス

アルミ
ホイル

金属製品

耐火金庫耐火金庫 原付バイク原付バイク
消火器消火器 ガスボンベガスボンベ

テレビテレビ
（ブラウン管式・液晶

式・プラズマ）
（ブラウン管式・液晶

式・プラズマ）
エアコンエアコン

洗濯機・衣類乾燥
機

洗濯機・衣類乾燥
機 冷蔵庫・冷凍庫冷蔵庫・冷凍庫冷蔵庫・冷凍庫

自動車部品自動車部品 バッテリーバッテリー
薬品類薬品類 ホームタンクホームタンク

※「燃やせないご
み」は、長さが45c

m未満のものが対
象です。

※灯油を
　抜いて
※灯油を
　抜いて

※「大型ごみ」と必
ず表記

※備品には
　「集積所用」と
　表示を

※「大型ごみ」は、
長さが45cm以上

おおよそ180cm
未満のものが対象

です。

※キャップは外し
て

※使い切ってから
穴をあけてガスを

抜く

※軽くすすぐ

※軽くすすぐ

※軽くすすぐ

⬆このマークが目
印です。

⬆このマークが目
印です。

ティ
ッシ
ュ

テテティィィ
ッシッシッシッシッシッシ
ュュュュ

ティ
ッシ
ュ

⬆このマークが目
印です。

家庭から一度に大量に出るごみ

家電リサイクル法対象品目

危険物・有害物など

●お問い合わせ先
（平日 8：30～1

7：00）

弘前市　都市環境部　環境管理課

TEL 35-1130　または　32-1952

店舗や事務所から出るごみ

平成30年度 ごみの分
け方・出し方ごみの分け方・

出し方

容

器

包

装

古
紙
類

一

般

ご

み

市では
収　集
しない
ご　み

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

■缶の中身は空に
して、軽くすすい

でください。

■ボトル缶のキ
ャップや缶詰の

フタを切り離し
たものは「⑩

燃やせないごみ」
へ出してください

。

■スプレー缶・
カセットボンベ

は、中身を使い
切り、屋外の

風通しの良い所で
穴をあけてから出

してください。

■びんの中身は空
にして、軽くすす

いでください。

■飲み物や食べ
物が入っていた

ガラスびんに限り
ます。化粧

品などのびんは「
⑩燃やせないごみ

」へ出してくださ
い。

■取り外せるキャ
ップやフタは、プ

ラスチック製は「
⑨燃やせ

るごみ」へ、金属製
は「⑩燃やせない

ごみ」へ出してく
ださい。

■紙パックの中
身は空にして、

軽くすすぎ、ハ
サミなどで切

り開いてください
。

■プラスチック
製の飲み口など

は、取り外して
「⑨燃やせる

ごみ」へ出してく
ださい。

■内側が銀色のも
のは「⑨燃やせる

ごみ」へ出してく
ださい。

■　　マークの表
示がないものでも

、横から見て紙の
断面が波

状になっていれば
ダンボールです。

■量が多い場合
は、紙ひもなど

で十字に縛って
束ねてくださ

い。
■細かいものは、

透明または半透明
の袋に入れてくだ

さい。

■食品など中身が
付着している場合

は拭き取ってくだ
さい。

■ティッシュ箱
のフィルムなど

、紙以外のもの
は取り除いて

「⑨燃やせるごみ
」へ出してくださ

い。

■　　マークの表
示がないもので、

特殊加工がされて
いない紙

類は、「⑧雑誌・
雑がみ」へ出して

ください。

■　　マークの表
示がある飲料品、

調味料品などが対
象です。

■ペットボトルの
中身は空にして、

軽くすすいでくだ
さい。

■ラベルはなるべ
くはがして「⑨燃や

せるごみ」へ出して
ください。

■キャップは、必
ず取り外して「⑨

燃やせるごみ」へ
出して

ください。

■引越しなどで
一度に大量に出

るごみは、自ら
処理施設へ

搬入するか、一
般廃棄物収集運

搬許可業者へ処
分を依頼

してください。（
自己搬入の方法は

裏面をご覧くださ
い。）

■収集に各家庭で
出せる燃やせるご

みは一度に5袋ま
でです。

■事業ごみは、
たとえ少量でも

家庭ごみと一緒に
出すこと

はできません。自
ら処理施設へ搬

入するか、一般
廃棄物

収集運搬許可業者
へ処分を依頼して

ください。

■6月30日まで
は、中身が判別で

きる無色透明また
は半透明

の袋に入れてくだ
さい。（できるだ

け町会あっせんの
半透明

緑色袋をご利用く
ださい。）

　7月1日からは、
弘前市指定ごみ袋

に入れてください
。

■生ごみ、プラス
チック・ゴム・木

・革などの燃える
素材ででき

た長さ45cm未満
のものが「⑨燃や

せるごみ」になり
ます。

■金属やガラスな
どの燃えない素材

が多く含まれて
いて取り

外せないものは「
⑩燃やせないごみ

」へ出してくださ
い。

■食用油など液
状のものは、凝

固剤で固めるか
布などに染み

込ませてください
。

■花火、マッチは
十分に水に浸して

ください。

■6月30日までは
、中身が判別でき

る袋などに入れて
ください。

　7月1日からは、
弘前市指定ごみ袋

に入れてください
。

■レンガ、ブロッ
ク、漬物石、物干

台のコンクリー
ト台座な

どは、収集してい
ません。専門の一

般廃棄物処理業
者へ処

理をお願いしてく
ださい。

■ボタン型、充電
式電池は収集し

ていません。回収
協力店の

回収ボックスを
利用してくださ

い。詳しくは環境
管理課に

お問い合わせくだ
さい。

■パソコンはでき
るだけ製造メー

カーに回収を申
し込むか宅

配便回収をご利用
ください。（詳しく

は裏面をご覧くだ
さい。）

■タテ15cm×ヨ
コ25cm以内の

小型家電につい
ては、回収

ボックスも利用で
きます。（設置場所

は裏面をご覧くだ
さい。）

■誤収集を防ぐた
め、なるべく「大型

ごみ」と表示して
ください。

■ごみ集積所で使
用するホウキやス

コップなどには、
「集積所

用」と表示するな
どしてください。

■自転車は盗難車
などと区別する

ため、必ず目立つ
ところに

大きく「大型ごみ
」と表示してくだ

さい。

■たたみはノコギ
リなどで半分に切

り、小出しにして
ください。

（１回に２畳分ま
で。）

■大き過ぎたり、
硬過ぎるものは収

集できない場合が
あります。

■新聞は、紙ひも
などで十字に縛っ

て束ねてください
。

■雑誌や書籍、
パンフレットな

どは、紙ひもな
どで十字に

縛って束ねてくだ
さい。

■付せんやメモ
用紙などの細か

いものは、大き
い封筒や紙袋

などにまとめてい
れてください。

■再生資源回収
運動やちり紙交

換などと区別す
るため、なる

べく「行政回収」
と表示してくださ

い。

■以下のものは「
⑨燃やせるごみ」

へ出してください
。

　●カーボン紙　
●感熱紙（レシー

トなど）

　●防水加工紙（
写真、紙コップな

ど）　●圧着はが
き

　●においや油類
がついた紙　●シ

ュレッダーにかけ
た紙

■　　マークの表
示があるものは「

⑤その他の紙」へ
出してく

ださい。

■大きいダンボー
ル以外は、中身が

判別できる無色透
明または半透明の

袋に入れて出して
ください。（でき

るだけ町会あっせ
んの無色透明袋を

ご利用ください。
）

■収集日が同じ日
であっても、品目

①～⑥ごとに別々
の袋に入れて出し

てください。（「か
ん」と「びん」を

同じ袋に入れない
でください。）

■処分する場合
は、自ら指定引取

所へ搬入するか
、

購入店や販売店に
引き取りを依頼し

てください。

■処分には、リサ
イクル料金が必要

です。（購入店

などに依頼する場
合は手数料が加算

されます。）

■処分方法につ
いては、購入店

や販売店、製品

メーカーにお問い
合わせください。

か
ん
び
ん
紙
パ
ッ
ク
ダ
ン
ボ
ー
ル
そ
の
他
の
紙
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

新

　
聞
雑
誌・雑
が
み

燃
や
せ
る
ご
み
燃
や
せ
な
い
ご
み
大
型
ご
み

※マットはセミダ
ブルまで

　スプリング付で
も可※マットはセミダ
ブルまで

　スプリング付で
も可

ふとん
※ヒモでしばる
　（小さいものは
　　袋に入れる）

7月1日から
は指定ごみ袋
に入れて出し
てください。　
●記入欄には、
番地（集合住
宅であれば部
屋番号）を記
入してくださ
い。ただし、各
収 集 場 所 の
ルールがある
場合には、それ
に従って記入
してください。

金、有価証券等の写し（新規申請時や前年度非該当者
のみ。利用者に配偶者がいる場合は配偶者の分も必要）
※介護保険負担限度額認定証…施設サービス利用時の
食費・居住費（滞在費）の負担限度額が記載されてい
るクリーム色のカード。
▽受付場所　介護福祉課（市役所１
階）、岩木総合支所民生課、相馬総合
支所民生課
■問い合わせ先　介護福祉課介護給
付係（☎40・7071）

▽受付期間　12月 28 日までの午前８時 30分～午
後５時（土・日曜日、祝日を除く）
※市社会福祉協議会（宮園２
丁目）でも募金を受け付けて
います。振り込みによる募
金（手数料無料）も可能です。
詳しくはお問い合わせくださ
い。
■問い合わせ先　福祉政策課
総務係（☎40・7037）

　平成 30年度分の介護保険料を決定し、７月 13日
付で通知しています。対象者のうち、市民税県民税の
申告をしていない人は、申告をすることにより所得段
階が下がり、保険料が安くなる場合があります。
　また、平成30年４月２日以降に65歳になる人は、
今年度新たに介護保険料が賦課されますので、該当す
る人は申告をしてください。
▽対象者　介護保険料の所得段階が第３または第５段
階の人のうち、次の①、②のいずれかに該当する人
①非課税収入（遺族年金・障害年金・失業保険など）
だけの人／②収入が無かった人
※配偶者控除や扶養控除の適用を受けている人でも申
告をしてください。さらに、過去の分について未申告

の場合、さかのぼって申告することにより介護保険料
の所得段階が下がる場合があります。詳しくはお問い
合わせください。
※申告により所得段階が変わった人には、保険料の変
更通知書を順次送付します。
▽申告に必要なもの　印鑑（スタンプ印は不可）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
番号入りの住民票と本人確認書類
▽受付場所　市民税課（市役所２階）
■問い合わせ先　介護福祉課介護保険料係（☎ 40・
7049）

　平成 29年度介護保険負担限度額認定証（※）の有
効期限は平成 30年７月 31日までとなっています。
平成 30年８月以降も引き続き認定証が必要な人は、
８月中に忘れずに更新申請を行ってください。
　また、平成30年度分から、更新申請時の預貯金等
の証明としての添付書類が省略可能となります。ただ
し、３年に一度は添付を求めます。なお、新規申請時
や前年度非該当者については、引き続き添付が必要と
なります。詳しくはお問い合わせください。
▽申請に必要なもの　利用者の印鑑／利用者の預貯

介護保険負担限度額認定証の更新対象者は
忘れずに申請を

　平成30年台風第７号および前線等に伴う大雨災害
により、西日本を中心に甚大な被害が発生しました。
　被災地の一日も早い復興を願い、大雨災害で被災し
た人を支援するため、募金箱を設置して義援金を受け
付けています。集まった義援金は日本赤十字社を通じ
て全額被災した人に届けられます。皆さんの温かいご
支援をお願いします。
▽設置場所　市民課総合窓口（市役所１階）および市
役所１階正面玄関ロビー、岩木総合支所民生課、相馬
総合支所民生課

介護保険料が変更になる場合があります該当する人は
申告を

豪雨災害義援金皆さんの支援を
お願いします

み
ほ
ん

 

常盤野小・中学校で学びたい子どもたちを
市内全域から募集します！

　常盤野小・中学校（常盤野字湯の沢）では、特
色ある教育環境の小規模校で学びたい子どもたち
が、通学区域外の市内のどこからでも通うことが
できる「小規模特認校制度」を今年の４月から導
入しました。今年度は市内全域から13人の児童
生徒を受け入れ、豊かな自然の中での体験活動や、
子どもたち一人一人に寄り添うきめ細かな指導を
行っています。
▽入学・転入学の時期　平成31年４月１日
▽受付期間　10月１日～ 31日
▽募集人数　小学校１年生＝５人、小学校２～６
年生＝各４人、中学校１～３年生＝各３人程度

【説明会、見学会および体験入学】
　来年度の転入学者募集に向けて、説明会や体験
入学を行います。
▽とき　８月 28 日、９月 20 日、10 月 15 日
の午前９時～10時 30分
▽ところ　常盤野小・中学校
※参加を希望する場合は、各開催日の３日前まで
に学校づくり推進課へ連絡
を／詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。
■問い合わせ先　 学校づく
り推進課（☎82・1645）

　燃やせるごみ・
　　　　燃やせないごみの出し方

これまで通り、中身

が判別できる無色透明

または緑色の半透明袋を

使用してください。
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昨年度の案件への対応
　平成29年度の市政懇談会は、二大地区をはじめ８
地区で開催され、261人が参加し、149件の要望や
意見などが出されました。

　

　市政懇談会での市民の声から、防犯灯が設置された
り、倒壊の危険のある空き家に緊急安全措置を講じた
りしました。
　なお、平成29年度の市政懇談会で提出された要望
や意見などをまとめた「市政懇談会案件集」は、広聴
広報課（市役所２階）や市ホームページで閲覧できま
す。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎35・1194）

市政情報
Town Information

児童扶養手当等の申請や現況届など対象となる人は
申請・提出を

ひとり親家庭等医療費給付事業

　保険診療の医療費自己負担分を、児童が 18 歳に
なった後の最初の３月31日分まで給付します。
▽対象　
①ひとり親家庭等の父または母および児童
②父母のいない児童
※父や母については自己負担があります。
※上記３つの制度にはいずれも所得制限があります。

現況届などの提出を忘れずに

　児童扶養手当の受給資格がある人は現況届、特別児
童扶養手当の受給資格がある人は所得状況届の提出が
必要です。該当者には７月31日に通知を発送しまし
たが、期限までに提出がない場合、８月分以降は受給
できなくなりますので、注意してください。
※児童扶養手当を受給してから５年経過している人に
は、６月に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由
届出書」（黄色の用紙）を送付していますので、現況
届を提出する際に一緒に提出してください。
▽提出期間・提出先　８月１日～ 31日の月～金曜日
に、子育て支援課（市役所１階）、岩木・相馬総合支
所民生課へ（25日・26 日の土・日曜日は子育て支
援課で受け付けます）。
※詳しくはお問い合わせください。
■問い合わせ先　子育て支援課家庭支援係（☎ 40・
7039）

児童扶養手当

　次の支給要件のいずれかに該当する児童を養育して
いる父母または養育者（公的年金の受給額が児童扶養
手当の受給額未満の場合）に対し、児童が18歳になっ
た後の最初の３月31日（心身に障がいがある場合は
20歳未満）まで支給します。
▽支給要件　①父母が離婚／②父または母が死亡／③
父または母が重度の障がい者（身体障害者手帳の１級
か２級程度）で、就労が不可能／④父または母に１年
以上遺棄されている／⑤父または母が１年以上拘禁／
⑥父または母が３カ月以上生死不明／⑦母が未婚
▽支給月額　前年の所得により、児童１人につき
４万 2,500 円～１万 30 円／２人目は１万 40円～
5,020 円を加算／３人目からは１人につき 6,020 円
～ 3,010 円を加算

特別児童扶養手当

　心身に障がいがある20歳未満の児童を養育してい
る父母または養育者に支給します。
▽支給要件　
①身体障害者手帳の１級～３級程度（下肢の障がいは
４級まで）／②愛護手帳のＡ（Ｂの一部を含む）／③
その他の障がいで常に介護が必要
※いずれの場合も福祉施設に入所していないこと。
▽支給月額　障がいの程度により、児童１人につき
５万1,700円か３万 4,430円

タイトル
夏はやっぱりねぷたでしょ

市 政 懇 談 会

裾野など9地区で開催
　市政懇談会は、市民の皆さんとの直接対話の中から
さまざまな提案を出してもらう場として、弘前市町会
連合会と市が協働で、毎年開催しています。
　本年度は下表の９地区で開催され、市長をはじめ市
の幹部職員が、市政についての意見交換や、その地区
で実施される事業の説明、各地区から事前に提出され
た意見や要望への回答を行います。
　市政懇談会は誰でも自由に参加できます。近くで開
催されるときには、まちづくりについて、直接皆さん
の声をお聞かせください。

実施日時 地区名 会場

８月 ９日（木）
午後６時～８時 裾野 農村環境改善センター

（多目的ホール）
８月 10日（金）
午後６時～８時 東目屋 東目屋ふれあいセンター 

（研修室）
８月 22日（水）
午後１時 30分
　～３時 30分

清水 清水交流センター
（体育室）

８月 23日（木）
午後１時 30分
　～３時 30分

岩木 中央公民館岩木館
（大ホール）

８月 28日（火）
午後６時～８時 新和 新和地区体育文化交流センター

（体育室）
８月 29日（水）
午後１時 30分
　～３時 30分

堀越 堀越公民館
（集会室）

10月１日（月）
午後１時 30分
　～３時 30分

一大 駅前地区都市改造記念会館

10月２日（火）
午後１時 30分
　～３時 30分

和徳 和徳公民館
（講堂）

10月５日（金）
午後１時 30分
　～３時 30分

城西 西交流センター

８月９日から
スタートします

　「弘前」を知り、触れて、伝えていこう！卍学クイズ！

答えはどこかのページに隠れているから探してね！

【問題】
　笛の音と力強い太鼓のリズムが特徴のねぷ
た囃子（ばやし）。種類は３種類あるよ。「行進」、
「戻り」あとひとつは何かわかるかな？

①

②

③

繰り返し

踊り

休み

たか丸くんの

クイズクククク ズズ

卍学

マンジ

がく

ククククククク

卍卍卍卍

※日程など変更する場合があります。

■解決済みまたは要望にこたえられる
■市からの説明などで理解が得られた
■今後の検討が必要
■要望に沿えない

【昨年度の案件への対応状況（平成 30 年４月１日現在）】

50%

17.5%

18.1%

14.4%

佐
さ と う

藤
  龍
りゅうせい

生さん
  （文京小）

　平成 29年度弘前地区小・中学校美術展で受賞
した作品を広報ひろさきで５回に分けて紹介しま
す。子どもたちの夢、楽しい思い出、豊かな心を
ご覧ください。
■問い合わせ先　学校指導課（☎ 82・1644）

Vol. ３弘前っ子の作品

大好きなねぷた。ふるさとの祭りを

楽しむ心を伝えたいと思います。
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　多くの人の焼骨を一緒に埋蔵する施設として、弘前
霊園（小沢字井沢）内に合葬墓（がっそうぼ）を整備
しました。施設の概要や使用の条件などについてお知
らせします。
▽市の合葬墓とは 従来の区画された墓とは異なり、
複数の人の焼骨を一緒に埋蔵する墓です。そのため、
埋蔵した焼骨は後で返還する事はできません。
　また、合葬墓は市で管理するため、宗教法人が管理
する墓のように宗教行事は実施しません。
▽使用できる人
◎現に焼骨を保有している場合
　申請時点で弘前霊園の使用許可を受けておらず、次
のいずれかに該当する市民。
①埋蔵すべき焼骨を所持している人
②弘前霊園以外の墓地から改葬する人
　または、死亡時に市民または死亡前に市民であった
期間のある人の焼骨を埋蔵しようとする市外居住の親
族等で、弘前霊園の使用許可を受けていない人。
　焼骨の埋蔵については、８月１日以降申請可能です。
詳しくはお問い合わせください。
◎生前申し込みの場合　
　申請時点において１年以上当市に住民登録があり、
満65歳以上であることに加え、死後に自己の焼骨を

埋蔵する人の指定ができる人。
※生前予約については、当面の間は募集を行いません。
今後、募集する数や時期を決定し、あらためて広報ひ
ろさき等でお知らせする予定です。
▽使用料 １体あたり6万円
※使用料以外に必要な費用はありません。
※納入後は申し込みを取り消しても還付できません。
▽埋蔵できる期間 毎年３月 16日から 12月 15日
まで（弘前霊園冬期閉鎖のため）
▽埋蔵の方法 埋蔵は、親族・関係者の手により行っ
てもらいます（市や霊園管理者は埋蔵しません）。
■問い合わせ先・申し込み先　環境管理課分室（市役
所３階、☎40・7035）

お困りの人は
申し込みを 弘前霊園内に合葬墓が完成しました

第32回 市民の健康まつり

SHIROFES.2018 - 城フェス -第 19回 よさこい津軽

星まつり inそうま 2018

ク イズラリーや各種測定・体験などを通じ
て健康を考えるイベントが７月８日にヒ

ロロ（駅前町）で開催され、参加者は楽しみな
がら健康への意識を高めていました。

土 手町周辺で６月24日、社会人・学生・児童
など 23チームが、よさこい演舞を力強く披

露しました。各チームの独創的な踊りや衣装で、会
場は華やかに活気づいていました。

ダ ンスバトル・パフォーマンス・音楽など、多
彩なコンテンツが７月１日、弘前城本丸で繰

り広げられました。国内外から集まった多くの出演
者や観客が、白熱したステージを楽しみました。

は るか夢球場（豊田２丁目）で、７月３日に「楽
天イーグルス VS. 福岡ソフトバンクホーク

ス一軍公式戦」、７月 12日にスター選手への登竜
門と言われる「フレッシュオールスターゲーム」が
開催されました。両試合とも多くのファンがつめ掛
け、観客席から絶え間なく声援が上がっていました。

市内各地で行われた
イベントやまちの話題を
お届けします★

星 と森のロマントピア（水木在家字桜井）で、
７月 15日に開催。輝く陽気の下、よさこい

やストリートダンスなどの迫力あるステージイベン
トで、会場は大いに盛り上がっていました。

プロ野球 楽天 VS.ソフトバンク 一軍公式戦

 

みんなでえがく　みんなではなす　ひろさきの未来
～将来都市像策定のための市民会議～

フレッシュオールスターゲーム2018

　市では新総合計画を今春に策定予定でしたが、
今年度も策定作業を継続し、来年度からの運用開
始を目指すことになりました。
　そこで、来年度からの新しい総合計画に掲げる
「弘前市の目指すべき将来の都市像」を市民の皆
さんと一緒に検討する市民会議を開催します。
　これまで行ってきた意見交換会などで出された
市民の皆さんの意見なども参考にしながら、これ
からどんなまちづくりを進めていくのか、弘前の
将来の姿を一緒に考えてみませんか。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。
▽とき　８月25日、9月 29日、10月 20日（全
3回） 

※時間はいずれも午後１
時 30 分～４時。一部の
回だけの参加も可。
▽ところ　市役所食堂（市役所４階）
▽進行役　土井良浩さん（弘前大学大学院地域社
会研究科准教授）
▽対象　市民または市内に通勤・通学する人
▽申し込み方法　電話かファクスまたは Eメー
ル（住所・氏名・職業〈学校名〉・年齢・電話番号・
Eメールアドレスを記入）で申し込みを。
■問い合わせ先・申し込み先　ひろさき未来戦
略研究センター（☎ 40・7021、ファクス 35・
7956、Eメール hif@city.hirosaki.lg.jp）
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　   暮らしの
nformation

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

◎おたのしみおはなし会
▽とき　4 日・18 日の午前 11
時 ～ 11 時 30 分 ／ 11 日・25
日の午後３時～３時30分
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽内容　「祭り・花火・海」をテー
マとした、絵本の読み聞かせ、紙
芝居、昔話、エプロンシアター、
なぞなぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

弘前図書館 ８月の
催し

▽とき　８月26日（日）、午前10時集合（雨天決行）
※午後４時解散予定。
▽集合・解散場所　市立観光館バスプール
▽内容　森の中の果樹園（十面沢字轡）で旬の果物狩りを体験した後、星と
森のロマントピア（水木在家字桜井）に移動し、バーベキューを楽しみなが
らの交流パーティーを行います。
▽対象　25歳～50歳の独身男女（男性は市内在住の農業青年）＝各12人
▽参加料　男性＝4,500円、女性＝2,500円
▽申し込み方法　８月17日までに、電話かＥメール（住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、申し込みを。
■問弘前市青年交流会実行委員会事務局（市農業委員会事務局内、☎ 40・
7104、■Ｅ nougyou@city.hirosaki.lg.jp）へ。

弘前市青年交流会　
　　農家と出会える Fruits&BBQ

 

 

 イベント
 

高台部、低地部
◎ちょきちょき切り絵展
▽とき　８月１日～15日の午前９
時～午後５時
▽観覧料　無料（入園料は必要）
▽ところ　和館
～共通事項～
▽入園料　大人310円、子供 100
円
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

えほんのもりのおはなしかい

◎えほんのもりのおはなしかい
▽とき　８月５日・15日の午前10
時 30分～11時
▽対象　０歳～３歳の乳幼児とその
保護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽とき　８月 19日・29 日の午前
10時 30分～11時
▽内容　絵本の楽しみ方アドバイス
や手遊びなど
▽対象　０歳児とその保護者
～共通事項～
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）おはなしコーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。ブックス
タートパックは引換券到着日から１
歳の誕生日月末まで、こども絵本の
森、弘前図書館（下白銀町）、岩木
図書館（賀田１丁目）、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）

「原爆と人間」パネル展　

　市では、核兵器の廃絶と世界平和
の実現を願い、平成22年 12月に
平和都市を宣言しました。この関連
事業として、写真パネルで見る「原
爆と人間展」を開催します。
▽とき　８月７日～16日の午前８

時 30分～午後５時（土・日曜日、
祝日を除く）
▽ところ　市役所１階市民ギャラ
リー
▽その他　希望者には写真パネルの
貸し出しも行いますので、問い合わ
せを（パネル展開催期間中は除く）。
■問法務契約課（☎35・1137）

科学フェスティバル
in プラザ棟
　Mr. マサックをはじめとする「ま
ちかど科学館（仮称）プロジェクト
会」の講師陣による「科学と３Ｒ・
エコのコラボ」の楽しいイベントで
す。
▽とき　８月 11日・12 日の午前
９時30分～午後３時30分
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽内容　ステージ、実験・工作ブー
ス、ワークショップ
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【無料シャトルバス運行】
▽区間　弘前駅城東口～観光館バス
プール～会場
▽発車時間　弘前駅城東口発…午前
８時40分、11時、午後１時20分（直
行便）、２時50分（直行便）／会場
発…正午、午後２時、３時40分
■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）

鳴海要記念陶房館の催し

◎ささやすゆきと絵本の仲間たち
▽とき　８月11日～ 19日の午前
９時～午後４時（最終日は午後３時
まで）
▽ところ 鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）

親子 de チャレンジ
スタンプラリー
▽期間　８月１日～31日（相馬ラ
イブラリーは８月２日～）
▽内容　弘前図書館・岩木図書館・
相馬ライブラリー・こども絵本の森
をまわり、４つのスタンプを集めよ
う。一番最後の図書館で、集めたス
タンプを見せると景品をプレゼント。
※スタンプラリーの台紙は各図書館
で配布します。
▽参加料　無料
■問弘前図書館（下白銀町、☎ 32・
3794、16 日は休み）／岩木図書
館（賀田１丁目、☎ 82・1651、
月曜日は休み）／相馬ライブラリー
（五所字野沢、☎84・2316、水曜
日は休み）／こども絵本の森（駅
前町、ヒロロ３階、☎35・0155、
16日は休み）

藤田記念庭園８月のイベント

◎夜間開園
▽とき　８月１日～４日、13日～
15日の午後５時～９時
▽ところ　洋館（藤田謙一資料室）、

から『漫画少年』へ -」を記念して、
講演会を開催します。
▽とき　８月 18日（土）、午後２
時～３時
▽ところ　市立図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽テーマ　加藤謙一の人生を変えた
出会い
▽講師　加藤丈夫さん（国立公文書
館館長）
▽入場料　無料
■問郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座。

弥生いこいの広場の催し

◎弥生いこいの広場キャンプ大会！
▽とき　８月18日…午前 11時＝
受付開始、午後5時＝開会式／19
日…午前11時＝イベント終了（１
泊２日、雨天決行）
▽ところ　オートキャンプ場
▽内容　じゃがいも収穫、工作教室、
ビンゴ大会、夜の動物観察など
▽定員　30組（30区画、先着順）
▽参加料　1組（１区画）＝5,000
円
▽持ち物　キャンプに必要なもの
※テントなどのレンタル用品（有料）
も用意しています。
▽申し込み締め切り　８月13日
◎動物広場イベント

▽とき　8月 19日（日）
　　　　午前11時 30分～
▽ところ　動物広場
▽内容　動物のエサやり体験
※どの動物にエサをあげるかは当日
までのお楽しみ。
▽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。
～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）

こどもの森 ８月の催し

◎月例登山「盛夏の山　太陽の道」
▽とき　８月 26日（日）、午前９
時 30分～午後２時 30分（雨天決
行）
▽持ち物　飲み物、昼食、タオル、
替えの下着・靴下、雨具
▽申し込み方法　８月25日までに
電話で申し込みを。
◎カブト・クワガタ展
▽とき　８月５日までの午前８時
30分～午後４時30分
～共通事項～
▽参加料　無料
■問こどもの森ビジターセンター（坂
元字山元、☎ 88・3923）／市み
どりの協会（☎33・8733）

▽内容　絵本・紙芝居の原画と絵本
教室の生徒の作品展示
▽観覧料　無料
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

ヒロロスクエアのイベント

◎ヒロロこども映画まつり
　親子や孫と祖父母など、幅広い年
代が一緒に楽しんで鑑賞できるアニ
メーション作品を無料で上映します。
▽とき　８月 13日・14 日の①午
前11時～、②午後２時～、③午後
３時～、④午後４時30分～
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽上映作品　①④「日本の昔ばなし」
（作品は日ごとに変わります）、②「銀
河鉄道の夜」、③「ふしぎの国のアリ
ス（13日）」、「ピーターパン（14日）」
※事前の申し込みは不要。詳しく
はホームページ（http://www.
hirorosquare.jp）で確認を。
■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〉）

郷土文学館企画展記念講演会

　現在開催中の第42回企画展「名
編集長・加藤謙一　-『少年倶楽部』
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緑の相談所

【展示会】
●観葉植物展　3日～ 19日
【講習会など】
●秋まき野菜の栽培　４日、午後
１時30分～３時 30分
●夏の病害虫防除法　18日、午
後１時30分～３時 30分
●訪問相談　４日・25日
※庭木の出張診断です（無料）。
電話で申し込みを。
【弘前城植物園…今月見られる花】
スモークツリー、ハス、ノウゼン
カズラ、ハギなど
■問緑の相談所（☎33・8737）

８月の
催し

８
月
の
投
影
日
程

□…一般投影を午後１時 30 分～、
午後３時～の２回投影
■…一般投影を午前10時30分～、
午後１時30分～、午後３時～の３
回投影
■…わくわく☆こどもプラネを午前
10 時 30 分～の１回、一般投影を
午後１時30分～、午後３時～の２
回投影　
■…スターウィーク特別投影を午前
10時 30分～、午後１時30分～、
午後３時～の３回投影　
■…休館日

★投影プログラム
【一般投影／ 45 分間】
▽テーマ　空を見上げて
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・中
学生、高校生＝120円
※障がい者、65歳以上の市民、市
内の小・中学生や外国人留学生、ひ
ろさき多子家族応援パスポートを持
参の人は無料。年齢や住所を確認で
きるものの提示を。
【わくわく☆こどもプラネ／ 30 分
間】
▽テーマ　夏の夜空の大きな三角
▽観覧料　無料
【スターウィーク特別投影／ 30 分
間】
▽テーマ　火星がぼくらに会いにくる
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

プ ラ ネ タ リ ウ ム 
［弘前文化センター］

 

藍で模様を入れたい木綿製品１点
※汚れてもよい服装でおいでを。
▽申し込み受け付け　８月５日、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〉）

ベテランズセミナー

▽とき　８月23日（木）
　　　　午前10時～ 11時 30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　「知っておきたい薬の知
識～くすりの正しい使い方～」
▽内容　薬の服用の適切なタイミン
グや量、方法や期間、飲みあわせの
良し悪しや副作用など、安全に服用
するための知識を分かりやすく解説
します。
▽講師　相馬渉さん（ファルマ弘前
薬局薬局長）
▽対象　おおむ
ね 60 歳以上の
市民＝ 30 人程
度（先着順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　８月 20 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール
（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込みを。
■問 中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

弘前カウンセリング研究会
ワークショップ
　カウンセリングに関心があり、学
んでみたい人を対象にワークショッ
プ（講話と話し合い）を開催します。
▽とき　８月25日（土）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
茶室
▽内容　カウンセリングの視点から
“「話がかみあわない」のモトを考え

 

 

 

 
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽ 内 容　「和の
昔っこ」の会に
よる昔っこ話、
猪久保真紀さん
（生田流宮城社師
範〈直門〉）ほか
による琴の演奏会
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　3,000 円（お弁当、お
茶代を含む）
※事前の申し込みが必要。
■問 三浦造園（三浦さん、☎ 95・
2246、 ■Ｅ paysage@jomon.
ne.jp）

弘前公園スマートグラス
ガイドツアー
▽利用時間　①午前10 時30分～、
②午後2 時～
※所要時間約70分。上記以外の時
間も対応できます。事前にお問い合
わせください。
▽コース　藤田記念庭園（上白銀町）
～追手門～南内門～下乗橋～弘前城
天守～本丸展望所～武徳殿
▽対象　中学生以上（保護者の同意
があれば小学生以下の体験も可）。
▽体験料　1,000 円
▽対応言語　日本語、英語、韓国語、
中国語、タイ語、フランス語
■問 藤 田 記 念 庭 園 事 務 所（ ☎ 
37・5525、 ■Ｈ  http://www.
hirosakipark.or.jp /hujita/
stguide.html）

子ども小鼓クラブ体験教室

▽とき　８月～３月の第３土曜日、
午後１時30分～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第１･第２和室
▽内容　和楽器「小鼓」の打ち方・

 

の６ 長尾第２ビル４階、☎東京03・
3861・9417、 ■Ｆ 03・3861・
9418、 ■Ｅ info@komoriuta.jp、
■Ｈ http://www.komoriuta.jp）　

日独交流コンサート
ドイツ音楽の世界
▽とき　８月 30日（木）、午後７
時開演 （午後６時30分開場）
▽ところ　弘前大学創立50周年記
念会館みちのくホール（文京町）
▽入場料　一般＝3,000円、
学生＝1,500円、ペア＝
5,000円
▽チケット販売所
名曲喫茶ひまわり、ヒロ
ロ１階インフォメーショ
ン、弘前文化センター、
中三弘前店
■問日独交流コンサート実行委員会
（山形さん、☎携帯 090・5951・
6213)

第 41 回「愛の広場」
レクリエーションの集い
　心身障がい児者と家族、ボラン
ティア、市民がレクリエーションを
通して楽しく交流を深め、自らの活
動意欲を高めるとともに、社会生活
に融合することを願い開催します。
▽とき　９月 22日（土）、午前８
時45分～午後３時15分
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽内容　午前＝○×クイズ、玉入
れ、大道芸（弘前大学大道芸サー
クルMOCHA）／午後＝のど自慢、
アルプスおとめ＆ライスボールライ
ブ、よさこい（弘前厚生学院こども
学科１年生）
▽参加料　無料
▽その他　ボランティアスタッフを
募集しています。希望者は９月７日
までに申し込みを。
■問弘前市社会福祉協議会（宮園２丁
目、☎33・1161、■Ｆ 33・1163）

十五夜を楽しむ会

　ライトアップした名勝「瑞楽園」
で十五夜を楽しみませんか。
▽とき　９月 24日（月・祝）、午
後６時～８時ごろ

 教室・講座

演奏体験、日常の礼儀作法
▽講師　望月太佐君衛さん（望月流
師範）
▽対象　市内の小・中学生＝各回５
人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具（小鼓は中央公
民館で用意します）
▽申し込み方法　各回の前日まで
に、電話かファクスまたはＥメール
（氏名・学年・電話番号・参加希望
日を記入）で申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

現地歴史学習会

　巖鬼山神社と県重宝の津軽惣領主
信建の鰐口の由来についてお話しま
す。
▽とき　８月11日（土・祝）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　巖鬼山神社（十腰内字猿
沢）
▽集合　午後１時 20分までに、観
光館バスプールへ。（送迎バス利用）
※送迎バスを利用しない人は午後２
時までに現地へ集合。
▽講師　田澤正さん（郷土史研究家） 
▽定員　30人
▽参加料　1,000 円（資料代等）
▽申し込み方法　８月 10 日まで
に、電話で申し込みを。
■問弘前古文書教室（毛内さん、☎
33・4326、 福 士 さ ん、☎ 87・
4129）

藍染め体験教室

▽日程と内容　型紙作り＝８月 18
日の午前９時 30分～午後０時 30
分、藍染め体験＝８月 25日の午前
９時30分～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　齊藤サツ子さん（青森県環
境パートナーシップセンター会員）
▽対象　両日参加できる小学校５年
生以上＝20人（小学生は保護者同伴）
※申し込み多数の場合は、初参加の
人を優先します。
▽参加料　無料
▽持ち物　ハンカチやバッグなど、

る”
▽対象　市民＝20人
▽参加料　1,000 円（昼食・茶菓
代を含む）
▽申し込み方法　８月22日までに、
電話で申し込みを。
■問弘前カウンセリング研究会（土
田さん、☎ 87・4072、桜庭さん、
☎33・2435）

弘前城植物園
ボランティア募集
▽とき　８月22日（水）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　弘前城植物園
▽内容　草取り、かん水、
花苗植え
▽定員　10人程度
※事前の申し
込みが必要。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

ふれあいファミリー
コンサート
～東北の子守唄と童謡・唱歌～
　子守唄・童謡・唱歌などを通して、
親子の絆を再確認してみませんか？
▽とき　８月 25日（土）、午後１
時30分～（午後１時開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽演奏曲（予定）　青森の子守唄、
江戸の子守唄、小さい秋みつけた、
夕やけ小やけなど
▽対象　市内および近隣市区町村の
住民＝500人（先着順）
▽参加料　無料（全席自由）
▽申し込み方法　８月 20 日まで
に、はがきかファクスまたはＥメー
ル（住所・氏名・電話番号・参加希
望人数を記入）で、申し込みを。
■問 日 本 子 守 唄 協 会（ 〒 111・
0053、東京都台東区浅草橋１の32
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初心者向けりんご研修会
（葉とり・玉まわし）
▽とき　８月25日（土）、午前10
時～ 11時 30分ごろ
※雨天決行。荒天の場合は９月１日
に延期。
▽集合　りんご公園（清水富田字寺
沢）駐車場
▽内容　りんごの葉とり、玉まわし
研修（実技研修、作業DVDの視聴
など）
▽講師　青森県りんご協会職員
▽対象　りんご作業に興味のある市
民、弘前市で就農を希望する人＝
20人程度
▽参加料　無料
▽申し込み方法　８月 22日までに
電話で申し込みを。
▽持ち物　飲み物、汗拭きタオル、
雨がっぱ（雨天時）
■問 青森県りんご協会（☎ 27・
6006）

チャイルドライン
ボランティア養成講座
　悩みを持った子どもの心の声を聴

く、電話の受け手ボランティア養成
講座を開催します（全10回）。
▽とき　８月25日（土）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前大学教育学部（文京
町）ほか
▽内容　電話で子どもたちの話を聴
くための学びとトレーニング
▽対象　18歳以上の市民
▽受講料　１回 1,000 円（学生は
300円）
※２回目以降の日程などはお問い合
わせください。
■問８月 22日までに、電話かファク
スで、チャイルドライン弘前地区事
務局（伊丹〈いたみ〉さん、☎携
帯 090・3129・4581、 ■Ｆ 52・
4661）へ。

「らの会」によるミニセミナー

▽とき　８月26日（日）
▽ところ　市民会館（下白銀町）第
１小会議室
▽内容　①午前 10時～＝「ケース
で学ぶ福祉サービス利用法」…講師・
中谷恵さん（社会福祉士）／②午前
11時～＝「知っておきたい年金制
度」…講師・奈良尚子さん（社会保
険労務士）
▽定員　各30人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問専門家集団「らの会」（三上さん、
☎38・1829）

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　①９月１日（土）、
午前 10時～ 11時＝「絵本の読み
聞かせ講座」、②９月１日（土）、午
前 10時～午後１時＝「離乳食の基
本と応用（２）～家庭で活かせるア
ドバイス～」
▽ところ　東北女子短期大学（上瓦
ケ町）
▽対象　①高校生、②保育施設の給
食担当者＝30人
▽受講料　いずれも無料
▽申し込み方法　ホームページ、は
がき、Eメール、電話またはファク
ス（住所・氏名・電話番号・希望講
座名を記入）で申し込みを。受講者
には後日受講票を送付しますので当
日持参してください。

■問東北女子短期大学地域文化セン
ター公開講座係（〒 036・8503、
上 瓦 ケ 町 25、 ☎ 32・6151、
■Ｆ 32・6153、 ■Ｅ tibunken@
toutan.ac.jp、 ■Ｈ http://www.
toutan.ac.jp ）

弘前友の会講習会

▽とき　９月１日（土）、午後１時
30分～３時 30分
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽テーマ　「家の整理は心の整理
キッチンからはじめる　整理・収納・
活用・掃除」
▽講師　山﨑美津江さん（家事アド
バイザー）
▽チケット　前売り＝ 800 円、当
日＝1,000円
▽チケット販売所　弘前友の会、ヒ
ロロ 1階インフォメーション、ま
ちなか情報センター
※託児希望者は、事前に相談を。
■問弘前友の会（小菅さん、☎兼■Ｆ
35・3609、☎携帯 090・3122・
4693、 柴 さ ん、 ☎ 携 帯 090・
7321・4841）

青森県作業療法士会公開講座

▽とき　９月１日（土）、午後２時
～３時 30分（受け付けは午後１時
30分～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）会議室
▽テーマ　「発達に障害のある子ども
たちのための作業療法実践の紹介」
▽講師　野田美保子さん（作業療法
士、スマイルプロモーション　発達
サポートセンター・コスモス代表、
元弘前大学大学院保健学研究科 教
授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問青森県作業療法士会広報部（上谷
さん、☎39・5987）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【デジタルカメラ画像入門講座】
▽とき　９月４日・11 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　デジタルカメラで撮影した
画像の取り込み、保存整理の仕方、
活用方法など
▽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、デジタルカメ
ラのメモリカード、カードリーダー
（デジタルカメラのメモリカードに
対応するもの）、USBメモリ、昼食
▽申し込み受け付け　８月５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〉）

音訳ボランティア養成講座

　弘前愛盲協会音訳グループしらゆ
り会では、目の不自由な人に広報誌

を音訳するボランティアを養成する
講座を開催します。
▽とき　９月７日～ 11月 30日の
毎週金曜日（11 月 23 日を除く）、
午後２時～４時
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽対象　全 12回受講でき、パソコ
ンを持っていて簡単な操作ができる
人で、講座終了後、録音版広報の製
作に継続的に参加できる人。
▽受講料　無料
▽申し込み方法　8月 31日までに
申し込みを。　
■問 身体障害者福祉センター（☎ 
36・4521、■Ｆ 32・1144）

青森県高次脳機能障害者
リハビリテーション講習会
▽とき　９月８日（土）、午後１時
30分～４時（受け付けは午後０時
30分～）
▽ところ　青森県観光物産館アスパ
ム（青森市安方１丁目）５階あすな
ろ
▽内容　①講演＝「高次脳機能障害
との上手な付き合い方～子どもから
高齢者まで～」…講師・橋本圭司さ
ん（はしもとクリニック経堂）、②
当事者からの声、③支援コーディ
ネーターによる個別相談

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］
★観察会　ペルセウス座流星群
を観察しよう
▽とき　８月 13日（月）
　　　　午後７時～９時
▽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、毎週月曜日は休
み）

８
月
の
催
し

▽対象　高次脳機能障害を抱える当
事者とその家族、医療・保健・福祉・
教育などの業務に従事している人、
市民＝ 150人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　８月 24 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール
で申し込みを。
■問青森県高次脳機能障害者リハビ
リテーション講習会実行委員会事
務局（福井さん、立林さん、☎
28・8220、 ■Ｆ 27・9013、 ■Ｅ
koujinou ＠ reimeikyou.jp）

初級古文書読み方講習会

　藩政時代の古文書を活用した古文
書の基礎事項と読み方についての講
習会です。
▽とき　９月８日・15日・22日・
29日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　今幸夫さん（弘前古文書解
読会会長）
▽対象　高校生以上（主に初心者）
▽参加料　700 円（テキスト代と
して）
▽申し込み方法　９月３日までに、
電話で申し込みを。
■問図書館・郷土文学館運営推進室（佐
藤さん、☎32・3794)

 

　夏休み企画として、イベントを開催します。甲冑（レプ
リカ）の試着など、普段はできない体験もできますので、
家族そろってご来場ください。
▽とき　８月18日・19日
▽ところ　高岡の森弘前藩歴史館（高岡字獅子沢）
▽イベント内容
①抜刀術演武・据物斬り（真剣〈日本刀〉を使っての抜刀
術の演武や据物斬りなどの観覧）＝午前 10時～ 11時ご
ろ、午後2時～ 3時ごろ
②呈茶（歴史館ロビーでの抹茶や茶菓の提供）＝午前 10
時～午後 3時 30分（各日先着150人）
③甲冑試着（鎧や兜〈共にレプリカ〉を試着しての写真撮
影）＝午前10時～正午、午後1時～3時（各日先着30組）
▽参加料　無料（館内で行う②③には歴史館観覧料が必要
です）
▽無料シャトルバス　市役所岩木庁舎と歴史館の間で運行

します。
◎岩木庁舎発…午前９時 30分から午後３時 30分まで、
１時間おき
◎歴史館発…午前 10時から午後４時までの１時間おき
と、最終は午後４時30分発
※自家用車でお越しの人は、歴史館に隣接する高照神社境
内駐車場に駐車してください。満車の際は、旧百沢小学校
にも駐車できます。

高岡の森弘前藩歴史館　夏休みイベント

問高岡の森弘前藩歴史館（☎83・3110)
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都市計画変更案の縦覧
および意見書の受け付け
　栄町二丁目の一部の用途地域およ
び特別用途地区を変更する都市計画
の変更案を作成しましたので、変更
案の縦覧および意見書の受け付けを
行います。
▽変更する都市計画…弘前広域都市
計画用途地域および特別用途地区（大
規模集客施設制限地区）
▽変更する区域　栄町二丁目の一部
（ニッカウヰスキー株式会社弘前工
場の敷地）
▽変更内容　弘前広域都市計画用途
地域：第一種住居地域→準工業地域、
弘前広域都市計画特別用途地区：無
指定→大規模集客施設制限地区
▽変更案の縦覧および意見書の受け
付け期間　８月７日～ 20日（土・
日曜日、祝日を除く）
▽変更案の縦覧および意見書の受け
付け場所　都市政策課（市役所３階）
※変更案は市ホームページでも閲覧
できます。なお、意見書を提出でき
るのは、市内に住所を有する人や法
律で定められた利害関係を有する人
となります。詳しくはお問い合わせ
ください。
■問都市政策課（☎35・1134）

個人事業税の納付

　課税対象者には納税通知書を送付
しますので、納期限までに納めてく
ださい。
▽対象　個人で事業を営む人のう
ち、前年の事業による収入から必要
経費、事業主控除（年 290 万円）

などを差し引いた後に、所得のある
人
▽納期　１期＝８月／２期＝11月
※ただし、税額が１万円以下の場合
の納期は、１期８月です。
▽納付方法　納税通知書を持参し、
最寄りのコンビニエンスストア、金
融機関で納付を。
※個人事業税の納付については、口
座振替が利用できます。詳しくは、
県庁ホームページ（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.
html）をご覧ください。
■問中南地域県民局県税部課税第一課
（☎32・1131、内線 278）

バスの車内事故防止
についてのお願い
　走行中に席を離れると、転倒など
思わぬけがをする場合があります。
降りる際は、バスが停留所に着いて
扉が開いてから席を立つようお願い
します。
　また、やむを得ず急ブレーキをか
ける場合がありますので、満席など
で立って乗車される場合には、つり
革や握り棒につかまってご利用くだ
さい。
■問都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102）

子育て女性の再就職を支援

【カウンセリング】
　再就職したいけれども何から始め

たらいいか悩んでいる人を対象に、
キャリアカウンセラーが個別相談に
応じます。
▽とき　８月７日・21日・28日、
９月４日・11日の午後３時～５時
▽ところ　JMTC 弘前教室（外崎
４丁目）
▽定員　各10人（先着順）
【再就職支援セミナー】
▽とき　①８月 28 日、②９月 10
日の午前 10時～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽テーマ　①私らしい生き方・仕事・
子育て②心に余裕を持つための表情
作り
▽定員　各20人（先着順）
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問子育て女性の就職応援事業事務局
（JMTC弘前教室内、☎フリーダイ
ヤル0120・973・511）

求人説明会・ミニ面接会

　求職中であれば、誰でも無料で参
加でき、面接も可能です。
▽とき　８月９日・23日の午後１
時 30分～４時 30分（受け付けは
午後１時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽定員　20人程度（ハローワーク
に未登録の人も参加可）
▽参加企業数　３～５社（予定）
▽その他　雇用保険受給者は求職活
動実績の対象になるため、雇用保険
受給資格者証の持参を。参加企業は、
青森労働局または市ホームページで
ご確認ください。UJI ターン求職
者を対象とした、スカイプ（インター
ネットによるテレビ電話）での面談
ができます（事前の申し込みが必
要）。気軽にお問い合わせください。
■問 I・M・S（弘前就労支援センター
内、駅前町、ヒロロ３階、☎ 55・
5608）

女性の県内就職・定着を
応援します！
　県では、女性の活躍を推進する県
内事業所で、生き生きと輝きながら
働く女性たちによる「あおもり女子

就活・定着サポーターズ」（通称あ
おもりなでしこ）を結成し、女子学
生・若手女性社員を対象に、企業見
学会や交流会を開催します。
【企業見学会（県内３企業の訪問バ
スツアー）】
▽とき　８月 23 日（木）、午前８
時30分～午後５時30分
▽集合場所　弘前駅城東口
▽見学企業　ホテル青森、青森空港、
青森朝日放送（ランチ付き）
▽対象　青森県出身か青森県に関心
のある女子学生など＝ 40人（先着
順）
【交流会】　
▽とき　９月４日（火）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽対象　青森県出身か青森県に関心
のある女子学生または県内勤務の若
手女性社員など＝15人（先着順）
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問 青森朝日放送（☎青森 017・
762・1111）

市立小・中学校の学校閉庁

　今年度、市立小・中学校は、夏季
休業中、下記の通り一斉に学校閉庁
を実施しますので、ご理解・ご協力
をお願いします。
　なお、閉庁日には、原則、学校に
職員や警備員がおりませんので、緊
急の場合は教育委員会学務健康課に
連絡してください。
▽閉庁日　８月13日・14日
■問学務健康課（☎82・1643）

夏休みは公民館で学習を！

　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）では、子どもたちの夏
休み期間中の学習場所として会議室
などを開放します。
▽とき　８月 10日～ 17日の午前
９時～午後９時
▽ところ　弘前文化センター２階第
３会議室、和室ほか
▽内容　小・中学生、高校生の自習、
グループ活動、制作場所として使用
できます。また、弘前大学の学生が
学習サポートや相談に対応します。

※対応日時についてはお問い合わせ
ください。会場、学習サポートとも
事前の予約はできません。
■問 中央公民館（☎ 33･6561、■Ｆ
33･4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

中学校卒業程度認定試験

▽受験資格　次の①～④のいずれか
に該当する人
①就学義務猶予免除者（現在または
過去）で、平成 31年３月 31日ま
でに満15歳以上になる人
②保護者が就学させる義務の猶予ま
たは免除を受けず、かつ、平成 31
年３月 31日までに満 15歳以上に
なる人で、その年度の終わりまでに
中学校を卒業できないと見込まれる
やむを得ない事由があると文部科学
大臣が認めた人
③ 平成 31 年３月 31 日までに満
16歳以上になる人（①および④に
掲げる人を除く）
④日本の国籍を有しない人で、平成
31 年３月 31 日までに満 15 歳以
上になる人
▽試験科目　国語、社会、数学、理
科、外国語（英語）
▽願書受付期限　９月７日
▽試験日　10 月 25日
■問文部科学省生涯学習政策局生涯
学習推進課（☎東京 03・5253・
4111、内線 2024・3267）

市立病院眼科外来
診察日変更のお知らせ
　７月から市立病院の眼科外来の診
察日と受付時間が次の通り変更とな
りました。
▽診察日　毎週水・金曜日
▽受付時間　正午～午後２時（診察
は午後１時～）
※午前の外来はありません。また、
基本的には予約患者のみの診察とな
りますので、ご了承ください。
■問市立病院医事課（☎34・3211）

その他陶芸体験教室

　手回しろくろを使って、自分だけ
のオリジナル作品をつくってみませ
んか。
▽とき　９月 21 日（金）、午前の
部＝ 10時 30分～正午、午後の部
＝１時30分～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　手回しろくろを使った陶芸
体験（湯飲み、茶わん、カップなど
から好きなものを１つ作ります。出
来上がりの色は７色の中から１色を
選びます。）
▽対象　弘前市他圏域７市町村に居
住する人＝各回20人程度
▽参加料　１人2,000円（材料費、
送料込み）
▽申し込み方法　９月６日（当日消
印有効）までに、はがきかＥメール
（①郵便番号・住所、②氏名〈ふり
がな〉、③希望時間〈午前・午後の
どちらか〉、④年齢、⑤電話番号を
記入）で申し込みを。
※１回の応募で２人まで申し込み
可。応募者多数の場合は抽選で決定
し、９月12日に結果を通知します。
▽その他　出来上がった作品は、約
１カ月後に参加者の皆さんへ送付し
ます。
■問津軽広域連合「陶芸体験教室係」
（〒 036・8003、駅前町 9 の 20
ヒ ロ ロ 3 階、 ☎ 31・1201、 ■Ｅ
rengou@tsugarukoiki.jp）
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たか丸くんの卍学クイズの答え

※問題は 11ページに掲載。

正解は③の「休み」だよ。行
進が代表的だけど、止まって
いる間などに演奏されること
が多いんだ。ねぷたまつりに
足を運んでチェックしてみて
ね！
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今月の市税などの納期

納  期  限  ８月 31 日

国民健康保険料  第２期
介 護 保 険 料  第２期
後期高齢者医療保険料  第２期

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

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ
　一人でも多くの人の献血へのご協
力をお願いします。
◎キャンペーン
献血ルームで「朝献キャンペーン」

が復活します。
　平日の午前中に成分献血の予約を
し、当日献血にご協力いただいた人に
青森県のご当地冷麺を差し上げます。
※無くなり次第終了。記念品は時期
によって変わります。詳しくは弘前
献血ルームCoCoSA（☎フリーダ
イヤル 0120・768・489）へお
問い合わせください。
◎献血バス
10 人以上の献血に協力可能な企

業・団体に献血バスを派遣していま
す。希望する企業などは弘前市保健
センター（☎ 37・3750）か、血
液センターまでご連絡ください。
◎複 数 回 献
血クラブ
　年間複数
回、400ml 
献 血・ 成分
献血に協力できる人を募集していま
す。登録すると以下のメリットがあ
ります。
①検査成績をインターネットで照会
できます。

ロボットを組み立て、動作をプログラミングする
ワークショップ（全５回）を開催します。最終回では、
成果を発表するコンテストを開催します。
▽とき　①９月８日、午後１時～５時、②９月22日、
午後１時～５時、③ 10月６日、午後１時～５時、④
10 月 13 日、午後１時～５時、⑤ 10 月 27 日、午
後１時～（予定）
▽ところ　①～④弘前商工会議所会館（上鞘師町）
201 会議室、⑤津軽の食と産業まつり会場（豊田 2
丁目、弘前運動公園内）
▽対象　全５回すべての日程に参加できる市内の小学
校４～６年生＝30人（応募多数の場合、抽選で決定）
▽参加料　無料

②成分献血の予約がインターネット
でできます。
③献血に関するイベントやキャン
ペーンをお知らせします。
　登録方法は、複数回献血クラ
ブホームページ（http://www.
kenketsu.jp/）をご覧ください。
皆さんの登録をお願いします。
◎研修室貸出
弘前献血ルームCoCoSA では、

献血活動に協力可能な各種団体およ
び個人に、献血ルームと同じフロア
にある多目的会議室を無料で貸し出
ししています。
　利用を希望する人は、弘前献血
ルームCoCoSAへご連絡ください。
■問青森県赤十字血液センター（島田
さん、☎青森017・741・1512）

おこまりごと相談室

▽とき　８月 25 日、９月 22 日、
10月27日、12月22日、１月26日、
２月 23日の午後１時30分～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽内容　日常生活でのこまりごとに
ついて、医師・看護師・薬剤師・社
会福祉士が相談を受け付けます。医
療・福祉以外の内容でもお気軽にご
相談ください。
▽参加料　無料
※事前申し込みは不要。

■問津軽保健生活協同組合（健生病院
健生サポートセンター内、☎ 55・
7717、内線 4180、平日の午前
10時～午後４時）
※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。

弘前医療福祉大学
まちの保健室
▽とき　９月１日（土）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　弘前駅（表町）２階（ド
トール側一番奥の通路）
▽内容　 「食生活」、「高血圧などの
生活習慣病」、「心の健康」、「看取り」
などのテーマに関する個別相談、看
護学生による「ちょっと役立つ健康
のお話」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前医療福祉大学地域貢献室（工
藤さん、☎27・1001）

青森県合同移住フェア in 東京

　弘前市の相談ブースを出展しま
す。首都圏に弘前への移住を検討し
ている知り合いがいる人は、周知の
ご協力をお願いします。
▽とき　８月 25 日（土）、午後１
時～５時
▽ところ サピアタワー（東京都千

代田区丸の内）５階サピアホール
▽申し込み方法　ホームページ内の
専用フォームから申し込み、または
所定の申込書に必要事項を記入の上、
ファクスかＥメールで申し込みを。
※詳しくはホームページ（http://
www.aomori-life.jp/event/
ijyuevent/detail.php?id=876）
をご覧ください。
■問青森県地域活力振興課移住・交流
推進グループ（☎青森017・734・
9174、■Ｆ 017・734・8027）

青森県学生寮入寮生募集

▽対象　保護者が青森県民で、東京都
またはその近郊の大学、専修学校等に
在学または入学見込みの男子学生
▽ところ　東京都小平市鈴木町１丁
目103の１
▽部屋・設備　個室（ベット、机、
収納棚、エアコン等備え付け）
▽経費　入寮費年額３万円、寮費月
額３万円、食費１食 450 円（平日
の夕方のみ）、電気料金実費
■問青森県育英会奨学会（青森県教育
委員会教職員課内、青森市新町２
丁目、☎青森 017・734・9879、
■Ｈ http://syougakukai.wixsite.
com/aomori-ryo）

消防職員募集（消防職Ａ・Ｂ）

▽職種　消防職Ａ＝平成２年４月２
日～平成９年４月１日に生まれた人
／消防職Ｂ＝平成９年４月２日～平
成13年４月１日に生まれた人
▽資格　日本国籍を有し、採用時に
おいて弘前市、黒石市、平川市、藤
崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村に居住でき、矯正視力を
含み両眼で 0.7 以上かつ一眼でそ
れぞれ 0.3 以上、男性は身長おお

むね 160㎝以上、女性はおおむね
155㎝以上の人
▽採用予定　７人
▽第１次試験日　９月16日（日）
▽試験場所　第二中学校（平岡町）
▽試験科目　消防職Ａ＝大学卒業程
度の教養試験・専門試験／消防職Ｂ
＝高校卒業程度の教養試験／各職種
共通＝適性検査、体力測定
▽受験申込書の提出方法　受験申込
書に記入し必要書類を添え、８月
22日（消印有効）までに郵送また
は持参してください（受け付けは土・
日曜日、祝日を除く午前８時 30分
～午後５時）。
※受験申込書は消防本部人材育成課
および各消防署で交付しているほ
か、弘前地区消防事務組合ホーム
ページ（http://www.hirosakifd.
jp/）からダウンロードできます。
■問消防本部人材育成課（〒 036・
8203、本町２の１、☎32・5109）

町会担い手育成塾

【町会の若者を知っていますか？？】
　町会長が町会活動の実践例を紹介
し、担い手や後継者を育てるための
工夫と、若手との関わり方について
意見交換します。
※今年度は３回開催予定（テーマは
各回で異なります）。
▽とき　８月 26 日（日）、午後１
時30分～４時 30分
▽ところ　市役所３階会議室
▽対象　町会長・町会役員など＝
50人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　８月 20 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール
（氏名・町会名・担い手育成につい
て他の町会に聞いてみたいことを記
入）で申し込みを。

▽申し込み方法　８月 28 日までに、Ｅメール（氏
名〈ふりがな〉、学校名・学年、生年月日、保護者氏
名、電話番号を記入）で弘前商工会議所青年部（■Ｅ
arata@hcci.or.jp）へ申し込みを。
※ 詳 し く は ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/hdw/）をご覧ください。
▽その他　やむを得ず欠席の場合、補習はありません
／保護者や一般の人も見学できます。途中入場・途中
退出可／自家用車でお越しの場合は、会場内の駐車場
を利用してください／当日はテレビ、カメラ等の撮影
が入ります。写真や映像は後日WEBサイトや広報誌
等に掲載されますので、あらかじめご了承ください。
■問弘前商工会議所青年部（☎33・4111）

■問市民協働政策課（☎35･1664、■Ｆ
35･7956、 ■Ｅ shiminkyoudou@
city.hirosaki.lg.jp）

夜間・休日納税相談

　収納課では、日中や平日に納税相
談ができない人のために、夜間・休
日納税相談日を設けています。
▽夜間納税相談　８月 20 日～ 24
日の午後５時～７時30分
▽休日納税相談　８月26日の午前
９時～午後４時
※特別な理由がなく、納付および連
絡がない場合は、差し押さえ処分を
執行することもあります。
【市税等の納付について】
　市税等については、全国のゆう
ちょ銀行（郵便局）で納付ができる
「払込取扱票」を利用することがで
きます。必要な人は問い合わせを。
■問 収納課（市役所２階、☎ 40・
7032、40・7033）

サピアタワー（東京都千

８月 28 日までに、Ｅメール（氏
名〈ふりがな〉、学校名・学年、生年月日、保護者氏

プログラミングを学ぼう！

有 料 広 告
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元々ねぷた祭りは子どもの成長のためのお祭りでした。大人たちが山車づくりにい

そしみ、子どもたちはそれを手伝いつつ、子ども同士で囃子を教え合っていました。

幼い子どもたちは、ねぷたまつりの風習や雰囲気を年長の子どもや大人から学び

取り、津軽の人として成長していきました。これからも、子どもから大人まで、み

んなで一緒にねぷたの準備を楽しみ、ねぷたまつりが子どもたちの成長の場であ

り続けられるよう願っています！

真
　

　
剣

♥♥♥♥♥♥もっと②　弘前！！ 学生企画コーナー

こんにちは！ひろ�レポです。気持ちよく晴れ渡った青空に、照り付けるような日差し。いよいよ夏がやってきま

したね♪弘前の夏と言えば、ねぷたまつり！そこで今回は、「ねぷた囃子（ばやし）講習会」を取材してきました！

ベテランから初心者までいろいろな人が集まり、和気あいあいと楽しく練習する
ことができました。また、初心者にも優しく丁寧に教えてくれるので、皆さんも来
年参加してみてはいかがでしょうか？(̂ _-)-☆興味のある人は、市立観光館（☎
37・5501）へお問い合わせください。

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

編
集
後
記

ねぷた囃子で弘前の夏を楽しもう♪

ももっっ
こんにちは！ひろ

伝統ねぷた囃子津軽組

伏見要さん

にインタビュー

音出しの練習！

実際に歩く練習も！

太鼓と合わせて練習！
やさしく丁寧に

教えてくれます♪

なかなか音が
出ない…

歩きながらは難しい…

みんなと音が
合ってきた！

まずは、

ストレッチ
から！

ストレッチ
から！

25ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.８.１

真
　
　
　
剣

まずは、

ストレッチ
から！

ストレッチ
から！

分かりやすい！

講習会に
潜入！

名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

行政書士弘前コスモス
会による無料相談会

８月 21 日（火）
午後１時 30 分～３時 30 分

ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室

相続・遺言を中心とした相談会（事前の予約
は不要）

ふたば行政書士事務
所（二葉さん、☎ 
88・8781）

無料よろず相談会
８月 26 日（日）
午後１時～４時（受け付け
は午後３時 30 分まで）

市民会館（下白銀町）
第１・第２小会議室

弁護士、公証人、公認会計士、税理士、司法
書士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋
調査士、宅地建物取引士、社会福祉士などの
専門家が、あらゆる相談に応じます。（事前の
予約は不要）

専門家集団「らの会」
（三上さん、☎ 38・
1829）

各種無料相談

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名（⑤はコース名）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…室内用シューズの持参を。
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。持ち物は問い合わせを。各自傷害保険に加入を。

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

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

各種スポーツ・体操教室
教室名 とき ところ 内容 対象・定員 参加料 問い合わせ・申込先

①チェア体操教室
8 月 24 日～ 9 月 14 日の毎週
金 曜 日、 午 後 1 時 30 分 ～ 2
時 30 分

河西体育セン
ター（石渡 1
丁目）会議室

椅子に座ってのストレ
ッチ等 市民＝ 10 人 無料

8 月 14 日までに、河
西 体 育 セ ン タ ー（ 〒
036・8316、石渡１
丁目 19 の１、☎ 38・
3200）へ。※ 1

②ゆったり体力ＵＰ
ストレッチ体操教室

９月１日～ 10 月 20 日の毎週
土曜日、午前 10 時 30 分～
11 時 30 分

金属町体育セ
ンター集会室

ストレッチ体操と簡単
な筋トレで身体バラン
スの向上と自宅で簡単
にできるトレーニング

市民 12 人程度 無料
８月 20 日（必着）ま
でに、金属町体育セン
ター（〒 036・
8245、金属町 1 番地
9、☎ 87・2482）へ。
※１、※２（②のみ）

③楽しく散策ウォー
ク

9 月 6 日～ 11 月 1 日の毎週木
曜日、午前 10 時～正午

金属町体育セ
ンター周辺

景色を眺めながらのウ
ォーキング 市民＝ 15 人 無料

④水泳教室（クロー
ル）

8 月 22 日～ 9 月 7 日の毎週水・
金曜日、午後 1 時～ 2 時

温水プール石
川（小金崎字
村元）

クロール呼吸練習
呼吸が苦手で 25
ｍ泳げない市民
＝ 15 人

無料

8 月 14 日までに、温
水プール石川（〒
036・8123、小金崎
字村元 125、☎ 49・
7081）へ。※ 1

⑤健康エクササイズ

9 月 6 日～ 11 月 22 日の毎週
木曜日（11 月 8 日を除く）、
午前コース＝午前 10 時～ 11
時、午後コース＝午後 1 時 30
分～ 2 時 30 分

市民体育館
（五十石町）

ストレッチ、軽い筋力
トレーニング等 市民＝各 14 人 無料

8 月 20 日までに、市
民体育館（〒 036・
8362、五十石町７、
☎ 36・2515）へ。
※ 1

⑥幼児体操教室 9 月 4 日～ 10 月 23 日の毎週
火曜日、午後 3 時～ 4 時

走る、跳ぶ、投げる、
などの基本動作

4 歳～ 6 歳（未
就学児）＝ 20 人 無料

⑦レディース体験ス
ポーツ教室（ソフト
バレーボール） 9 月 4 日～ 10 月 23 日の毎週

火曜日、午前 10 時～ 11 時
45 分

パス、サーブ、レシー
ブ、ルールの説明

市民（女性）＝
15 人 無料

⑧レディース体験ス
ポーツ教室（ラケッ
トテニス）

テニスの基本 市民（女性）＝
10 人 無料

8 月 20 日までに、運
動公園（〒 036・
8101、豊田２丁目３、
☎ 27・6411）へ。
※ 1

⑨ナイターノルディ
ックウォーキング後
期

8 月 20 日～ 9 月 10 日の毎週
月曜日、午後 6 時 30 分～ 7
時 45 分

弘前公園（集
合＝市民体育
館玄関）

ポールを使ったゲーム
や実践

市民＝各回 20
人

1 回 200
円

事前に弘前Ｂ＆Ｇ海洋
センター（☎ 33・
4545）へ。

⑩湯めぐりレクリエ
ーション（個人）

9 月～ 3 月の毎月第１火曜日
（１月は第２火曜日）、午前 10
時 30 分～ 3 時

岩木山総合公
園（百沢字裾
野）

軽い体操や、脳トレ、
レクリエーション終了
後、近隣温泉に移動し、
入浴と昼食を楽しむ

市民＝各回 20
人 １人 1 回

2,000 円
（保険料
含む）

事前に岩木山総合公園
（☎ 83・2311）へ。
※２（⑫は雨天時のみ）

⑪湯めぐりレクリエ
ーション（団体）

8 月 21 日～ 3 月の毎週火曜日
（⑩の開催日を除く）、午前 10
時～ 3 時

10 ～ 20 人の市
民団体

⑫ソフトテニス教室 8 月 18 日（土）、午前 10 時～
午後 3 時

ソフトテニスの基本ト
レーニング、基本動作

幼児、児童＝
100 人 無料

⑬武術講習会

①韓氏意拳初級講習会＝ 8 月
25 日、午後 1 時 15 分～
②韓氏意拳養生功講習会＝ 8 月
24 日、午後 6 時 30 分
③剣体研究会講習会＝ 8 月 25
日、午後 4 時～

清水交流セン
ター（大開２
丁目）

①②中国武術、③木刀
や杖を用いた自然な動
きなど

①②＝各 20 人
程度
③＝ 10 人程度

①＝
5,000 円
②③＝
4,000 円

日本韓氏意拳学会青森
分館（櫻庭さん、☎携
帯 090・7065・9076）

⑭ヒロロ健康サーク
ル

９月４日～25日の毎週火曜日、
午前 10 時 30 分～ 11 時 50
分

ヒロロ（駅前
町）３階健康
ホール

あっぷる体操、あっぷ
るストレッチ、ゴムバ
ンドトレーニングなど

継続して参加で
きる 40 歳以上
の市民＝ 30 人

無料

８月 15 日までに、健
康づくり推進課（〒
036・8711、野田２丁
目７の１、☎ 37・
3750）へ。※１、※２

⑮からだスッキリ実
践講座

①９月５日～ 11 月７日の毎週
水曜日、②９月７日～ 11 月９
日の毎週金曜日、時間はいずれ
も午前 10 時 30 分～正午

①千年交流セ
ンター（原ケ
平５丁目）、
②高杉ふれあ
いセンター

（独狐字山辺）

関節のトラブルや生活
習慣病の予防・改善を
目的とした無理なくで
きる体操

医師による運動
制限の指示を受
けていない 40 歳
以上の市民＝各
50 人（先着順）

無料
８月 24 日までに、健
康づくり推進課（☎
37・3750）へ。※２
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Health　Information

【Ｂ型肝炎・ヒブ・小児肺炎球菌・
４種混合・不活化ポリオ・ＢＣＧ・
水痘・麻しん風しん混合・日本脳炎・
２種混合・子宮頸がん予防ワクチン】
　通年接種です。乳幼児の予防接種
は接種する種類や回数が多いため、
気候や体調のよい時に計画的に行い
ましょう。
　結核は、年間１万 7,000 人以上
の新しい患者が発生しています。抵
抗力が弱く重症化しやすい乳幼児に
は、BCGの接種が有効です。BCG
は１歳になると有料になるので、対
象の子どもは生後５か月を目安に早
めに予防接種を受けましょう。

【高齢者肺炎球菌感染症の予防接種】
　対象者には個別に通知していま
す。すでに 23価肺炎球菌ワクチン
の接種を受けた人は対象外です。接
種の際には、指定医療機関にお問い
合わせの上、送付された予診票を忘
れずに持参してください。
▽実施期間　平成 31年 3月 31日
まで
▽自己負担　5,000円
※生活保護受給者は無料。

【おたふくかぜワクチンの接種費用
助成】
　おたふくかぜは難聴等の合併症を
起こす危険性がありますが、ワクチ
ンを接種することで予防できます。
対象者には個別に通知しています

ので、できるだけ接種しましょう。
【風しん抗体検査とワクチン接種費
用を全額助成】
▽対象　市内に住所を有し、平成２
年４月１日以前に生まれた人で、妊
娠を予定している女性と、風しん抗
体価が低い妊婦の同居家族
※過去に風しんにかかったり、助成
を受けたことがある場合は対象外。
※助成希望者は、健康づくり推進課
（弘前市保健センター内）で事前の
申請が必要。妊婦の同居家族の場合
は、申請時に母子健康手帳の持参を。

定期予防接種など

ヒロロすこやか相談

▽とき　８月20日（月）
　　　　午前10時～ 10時 30分
※相談が複数ある人は、早めにおい
でください。
▽ところ　駅前こどもの広場（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　育児、母乳、食事や栄養、
歯みがきなどの相談
▽対象　０～５歳児の家族
▽相談料　無料
▽持ち物　母子健康手帳、歯の相談
希望者は普段使っている歯ブラシ
※事前の申し込みは不要。

こころの健康相談

　本人や家族のこころの悩み、家族
を自死で亡くした人の悩みについ
て、保健師が相談に応じます（無料）。
希望する人は事前に電話で弘前市保
健センターへ申し込んでください。
▽とき　８月 21 日（火）、午前９

時～11時
▽ところ　弘前市保健センター
▽対象　市民
▽予約受付時間　午前８時 30分～
午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
※「こころの病気」の治療をしてい
ない人を優先します。現在治療中の
人は、まず主治医に相談してくださ
い。

のびのび子ども相談

▽とき　８月 27 日（月）、午前９
時 30分～午後３時（受け付けは午
後２時まで）
※時間予約制。相談が終わり次第終
了。
▽ところ　弘前市保健センター
▽内容　発達相談（ことばが遅い、
落ち着きがないなど）
▽対象　市民（１歳以上の幼児とそ
の家族）
▽相談料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
▽申込先　８月６日～ 24日に、健
康づくり推進課（☎ 37・3750）
へ申し込みを。

各種相談

胃カメラで胃がんをチェック !

胃がん内視鏡検診が
始まります
　胃がん検診について、これまでの胃部エックス線（バリウム）検査だけ
ではなく、胃内視鏡（胃カメラ）検査も選択できるようになります。胃内
視鏡検査の対象となる人には、受診券を送付します。
▽今年度胃内視鏡検査を受診できる人　今年度内（平成 30年 4月 1日
～平成 31年 3月 31日）に、50歳以上で偶数歳に達する人
▽料金　3,000 円
▽受診期間　　８月１日～平成31年３月 31日
▽受診の方法　対象者に７月下旬に受診券を送付しました。受診券に記載
されている「登録医療機関一覧」から受診場所を選び、予約をして受診し
てください。
▽注意事項　胃内視鏡検査は、2年に 1回偶数歳に受診できます／胃部
エックス線検査は、これまでどおり毎年 1回受診できます。ただし、胃
内視鏡検査を受診した翌年度は、市の胃がん検診（胃内視鏡検査と胃部エ
ックス線検査どちらも）を受診できません。

健（検）診のインターネット予約はこちらから↓

弘前市　集団検診

その他の
健（検）診

国保特定健診 身体計測、血圧、血中
脂質、肝機能、血糖、
尿検査など

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

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

結核検診 胸部エックス線検査 65 歳以上、無料
肝炎ウイルス検診 血液検査（HCV 抗体検

査・HBs 抗原検査）
40 歳以上（B 型・C 型ウイルス検査や治療を受けたことがない人）、
500 円

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

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

名　称 と　き 対　象 申込先内　容

乳
幼
児
の

健
康
診
査

４か月児★
７か月児★ 各指定医療機関での個別健診
１歳６か月児 ８月 29 日・30 日／受付＝午後０時 30 分～１時 15 分 平成 29 年２月生まれ
３歳児 ８月８日・９日／受付＝午後０時 30 分～１時 15 分 平成 27 年１月生まれ
１歳児歯科 ８月 22 日・23 日／受付＝午後０時 30 分～１時 平成 29 年８月生まれ
２歳児歯科★ 対象＝平成 28 年 2 月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室
８月 28 日（火）、午後１時～２時 30 分／受付＝午後０時 30
分～ 1 時 平成 30 年３月生まれ ８月１日～ 24 日

に、 弘 前 市 保 健
センターへ。離乳食講話／育児相談

※母子健康手帳、赤ちゃんに必要なもの（バスタオル、おむつ、ミルクなど）の持参を。

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

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

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

ヒロロ３階
９月 14 日～ 11 月９日の毎月第２・第４金曜日　
特定健診・後期高齢者健診、胃・大腸・肺・前立腺がん検診が受診できます。受診希望日の１週間
前までに、健康づくり推進課へ。
※定員になり次第締切。

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

★受診場所

検診名 と　き 対　象 問い合わせ・申込先内　容 料　金

20 歳
～ 39
歳の健
診

20・30 代健
診

８月 10 日・15 日・21 日・25 日・26 日・
30 日、９月４日・６日
※８月 30 日は託児日（乳幼児 10 人まで）

20 歳～ 39 歳（職場で生活
習慣病に関する健診を受診
できる人は除く）

受診希望日の 1 週間前までに、
健康づくり推進課へ（次月以降
の受診日は、問い合わせを）
※それぞれ定員になり次第締め
切り。受診場所は医師会健診セ
ンター。

身体計測、血圧、血液検査（血中脂質、血
糖など）、尿検査など生活習慣病の早期発
見、早期治療に着目した健診

500 円
（市の国保加入者は無料）

※市に住民票のある協会けんぽ加入者（被扶養者）は、協会けんぽの特定健診とがん検診等を同時に受診できる場合があります。
詳しくは申し込み時に確認を。

検診名 内　容 対象・料金など

がん検診

胃がん検診
胃部エックス線検査 40 歳以上、1,000 円（市の国保加入者は 500 円）
胃内視鏡検査 50 歳以上（2 年に 1 回偶数歳）、3,000 円（市の国保加入者は 1,500 円）

※対象者には 7 月下旬に受診券を郵送しています。
大腸がん検診 便潜血反応検査 40 歳以上、500 円（市の国保加入者は 250 円）
肺がん検診 胸部エックス線検査 40 歳以上、400 円（市の国保加入者は 200 円）、

問診により喀痰（かくたん）検査あり
子宮がん検診（女性） 子宮頸部細胞診 20歳以上の女性（2年に1回偶数歳）、700円（市の国保加入者は350円）
乳がん検診（女性） マンモグラフィー検査 40歳以上の女性（2年に1回偶数歳）、700円（市の国保加入者は350円）
前立腺がん検診（男性）血液検査（PSA 値測定） 50歳以上の男性（2年に1回偶数歳）、500円（市の国保加入者は250円）
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場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

　～川柳のお題～　「情」
…お題から自由に発想して一句ひねってみてください。
▼応募方法　次の事項を記入し、８月 7 日（必着）までに、
郵送、持参、ファクスまたはＥメールで応募を。
①住所・氏名・ペンネーム（希望者のみ）・電話番号　
②川柳（１人一句まで）
※なお、応募多数の場合は採用されない場合もあります。

★対象　平成30年９月に１歳の誕生日を迎える市内在
住の子
★掲載内容　子どもの写真・氏名（ふりがな）・生年月日・
住所（町名まで）
★応募方法　①子どもの写真１枚（プリント・データの
どちらか）に、②子どもの氏名（ふりがな）・生年月日・
性別、住所、保護者氏名、電話番号を記入したものを添
えて、８月 7 日（必着）までに、郵送、持参またはＥ
メールでご応募ください。

★問 い 合 わ せ・ 応 募 先　広聴広報課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1194、ファクス
35・0080、Ｅメール kouhou@city.hirosaki.lg.jp）

１歳の記念に写真を掲載してみませんか？

二
年
後
の
東
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が
生
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し
に
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い
く
ち
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き
虫
の
あ
の
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二
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安
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二
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二
倍
財
布
カ
ラ 

マ
ダ
ム
み
ゆ
き

子
が
去
っ
た
二
階
の
窓
に
遠
花
火 

城
子

短
冊
に
「
安
産
」
二
文
字
の
願
い
込
め 

に
い
お
か
　
洋
子

健
診
で
花
丸
目
指
す
老
い
二
人 

佐
藤
　
敬
一
郎

二
×
か
け
る

二
九
九
覚
え
た
孫こ

得
意
顔 

鎌
田
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あ
の
人
と
二
人
三
脚
し
た
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っ
た 

田
沢
　
妙

二
度
三
度
何
か
言
ひ
た
げ
夢
の
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木
村
　
ヨ
シ

先
立
っ
た
無
二
の
親
友
声
が
す
る 
増
尾
　
多
恵
子

さ
ら
っ
と
一
句
・
川
柳

今
月
の
お
題

「
二
」

選
・
広
聴
広
報
課

９月１日号の投稿募集

通 信

8月生まれ

石
いしごうおか

郷岡 繕
ぜん

くん
H29.8.17生（大清水1）

佐
さとう

藤 玄
はるき

基くん
H29.8.26生（宮舘）

新
あらや

谷 夏
か ほ

穂ちゃん
H29.8.29生（一町田）

天
あまない

内 優
ゆ ゆ

結ちゃん
H29.8.18生（城西４）

増
ますた

田 結
ゆうひ

日ちゃん
H29.8.4生（十面沢）

金
かねた

田 雫
しずく

玖ちゃん
H29.8.21生（若党町）

島
しまや

谷 樹
いつき

くん
H29.8.8生（城東４）

木
きむら

村 紗
さ え

瑛ちゃん
H29.8.21生（五代）

井
いのうえ

上 結
ゆ き

葵ちゃん
H29.8.2生（新岡）

工
くどう

藤 紅
こうは

覇くん
H29.8.19生（高杉）

佐
さ と う

藤 匡
きょうや

哉くん
H29.8.30生（中別所）

田
た ざ わ

澤 咲
さ き

葵ちゃん
H29.8.3生（早稲田3）

奈
な ら

良 夏
かすみ

澄ちゃん
H29.8.6生（南大町1）

中
なかはた

畑 結
ゆ あ

愛ちゃん
H29.8.28生（清水森）

岡
おかべ

部 斗
とうや

哉くん
H29.8.7生（樹木2）

丹
たんどう

藤 希
のぞみ

ちゃん
H29.8.22生（樹木2）

安
やすだ

田 晴
はる

ちゃん
H29.8.18生（城西1）

古
こがわ

川 結
ゆいと

道くん
H29.8.10生（宮園4）

古
こがわ

川 瑛
え い と

李心くん
H29.8.6 生（清原1）

山
やまぐち

口 倫
りんたろう

太郎くん
H29.8.25生（和徳町）

石
いしおか

岡 大
やまと

和くん
H29.8.20生（紺屋町）

小
こまつ

松 誠
せいや

弥くん
H29.8.24生（山王町）

成
なりた

田 樹
いつき

生くん
H29.8.9生（浜の町西1）

北
きたやま

山 結
ゆいと

翔くん
H29.8.5生（寒沢町）

成
なりた

田 楓
ふうが

芽くん
H29.8.15生（青山5）

田
たなか

中 明
あ す ま

日眞くん
H29.8.24生（大町2）

大
おおはし

橋 優
ゆ し ほ

芯宝ちゃん
H29.8.7生（西大工町）

新
あらや

屋 蒼
あおば

葉くん
H29.8.27生（和徳町）

宇
う の

野 心
ここは

陽ちゃん
H29.8.16生（小比内4） Happy Birthday to you!
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藤
ふじもと

本 彩
いろは

葉ちゃん（左）・葉
は づ き

月ちゃん（右）H29.8.9生（松原東３）

大
おおさわ

澤 一
いちか

花ちゃん
H29.8.29生（城西２）

小
お の

野 華
かれん

連ちゃん
H29.8.9生（茂森新町4）

工
くどう

藤 恵
けいじゅ

樹くん
H29.8.23生（小栗山）

 

長
ながさわ

澤 源
げん

くん（左）・新
あらた

くん（右）H29.8.25生（東城北1）
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✂
食改さん
おすすめ
レシピ

じゃが芋の冷たいスープレシピ　ビシソワーズスープ
File.80 弘前市食生活改善推進員会

■１人分の栄養量 ： エネルギー／ 180kcal、たんぱく質／ 4.7g、カルシウム／ 126mg、食塩相当量／ 0.7g

①じゃが芋は皮をむき、薄切りにして水に
さらす。玉ねぎは薄切りにする。
②鍋にバターを熱し、玉ねぎを入れて焦
がさないように炒める。

　玉ねぎがしんなりしたら、水気を切っ
たじゃが芋を加えて炒める。

③②に水200mlを入れ、お好みでロー
リエ、ナツメグ、こしょうを加えフタ
をして火にかける。沸騰したら火を弱
め、コンソメを入れじゃが芋が柔らか
くなるまで中火で10分くらい煮る。

④粗熱を取ってローリエを除き、分量の
牛乳を少し加えミキサーにかけるとな
めらかに仕上がる。

⑤④を鍋に戻し、残りの牛乳、生クリー

 
材料（4人分）
じゃが芋 …200ｇ（中２個）
玉ねぎ… 100g（中１個）
固形コンソメ…………１個
牛乳 …………… 400ml
生クリーム ………… 50ml
バター …………………４ｇ
水………………… 200ml
パセリ（みじん切り） 適宜
※お好みで
　ローリエ、ナツメグ、こしょう

●子どもから高齢者まで夏に
おすすめの冷製スープです。
●ミキサーが無いときは、マッ
シャーでつぶしてから裏ごし
するとなめらかになります。

ポイント！

ＮＥＷ　ＢＯＯＫＳ　ＣＯＭＩＮＧ ＵＰ 弘前市立図書館近着図書紹介
◆所蔵館の情報は（　）で表示しています。（弘）:弘前図書館／移動図書館　（岩）:岩木図書館　（こ）:こども絵本の森　（相）:相馬ライブラリー

右目と後ろ足に大怪我をして捨てられて
いた子犬を保護したまりこ。まりこは子
犬を幸せにしてくれる里親を探すことに
…。捨てられた子犬はもう一度元気に輝
くことができるのか。（弘）

住まいと暮らしのサイズダウン
柳澤智子著、マイナビ出版

かがやけいのち！みらいちゃん
今西乃子作、ひとみちいと 絵　
岩崎書店

今年で6年目となるＮＨＫ　ＢＳプレミ
アム放送の『岩合光昭の世界ネコ歩き』。
動物写真家の岩合さんが撮影した世界中
のネコ達の写真の他、ロケ地での出来事
や未公開シーンも掲載。（弘）

月ははるか昔から受け継がれた形見のよ
うなもので、見れば昔のことがしのばれ
るということわざ「月は世々の形見」、桜
の異称「夢見草」など、美しい日本語を
解説。（岩）

あーがりめ、さーがりめ、ぐるりとまわ
して…さあどんな顔？色々な動物の絵を
見ながら、親子で一緒にお顔の体操がで
きる絵本。昔懐かしいわらべ歌「あがり
めさがりめ」の楽譜も収録。（弘）（岩）（こ）

あがりめさがりめ
とよたかずひこ作、世界文化社

岩合光昭の世界ネコ歩き　番組
ガイドブック　続々
岩合光昭著、クレヴィス

春は曙光、夏は短夜
岩佐義樹著、ワニブックス

「住まいを小さくする」「ものを少なくす
る」「余計な支出と手間を減らす」という
３つの柱から、家庭のいろいろな「小さ
い暮らし方」を紹介する。（弘）（こ）

各図書館の休館日

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

ムを入れて混ぜ冷蔵庫で冷やす。
⑥盛り付けてからパセリを飾る。
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▽応募資格　明るく元気で、りん
ごが好きな市内の小学校 4年生・5
年生（性別不問）
▽王さまの仕事　りんごを食べるこ
と／りんご王国王さま５世お披露目
イベントに出席すること／りんご王
国関連のイベントなどに出席するこ
と
▽任期　9月から約１年間
▽選出人数　若干名　
▽募集締め切り　8月 27日（必着）
▽選出会日時　９月１日（土）、午
後２時～
▽選出会場　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール

▽応募方法　応募用紙に必要事項を
記入の上、観光政策課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、ファクス
38・5867）に郵送またはファク
スで提出してください。
※応募用紙は市ホームページに掲載
しているほか、観光政策課で配布し
ています。
▽保護者の皆さんへ　王さまになっ
た場合、９月 23日（日）のりんご
公園でのお披露目イベントのほか、
１年を通して各種イベントへの参加
をお願いします。
■問い合わせ・応募先　観光政策課
（市役所５階、☎35・1128）

りんご王国の
王さま５世を探しています！

▽
ごが好きな市内の小学校 4年生・5
年生（性別不問）
▽
と／りんご王国王さま５世お披露目
イベントに出席すること／りんご王
国関連のイベントなどに出席するこ
と
▽
▽
▽
▽
後２時～
▽
多目的ホール

りんご王国

王さま５世王さま５世

山
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口　真
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太朗さん

　弘前学院聖愛高校を卒業後、社会人硬式野球チーム「弘前アレッズ」に入
団。背番号 18番、ポジションはピッチャー。投球の最高時速は 148km/h。
現在は民間企業で働きながら、チームのエースとして活動している。

弘前アレッズ　

プロフィール

　弘前アレッズはメンバーそれぞれ
が異なる職場で働きながら野球を
やっている社会人チームで、私は
ピッチャーを務めています。野球は
小学校３年生から始め、そのころか
らピッチャーをしていました。現在
は仕事が終わった後に、アレッズの
練習が平日に週４日程度あり、土日
は試合に出ています。小学校に行っ
て野球を教える活動もしています
が、子どもたちに野球を教えるとき
は、上手くなってもらおうというよ
りは野球の楽しさを知ってもらいた
いという気持ちで指導しています。

　今は、はるか夢球場でプロ野球を
間近で見ることができます。プロの
プレーを生で見ることは、すごく参
考になり、上達にもつながると思い
ます。一流の試合を見られる機会
が増えているので、そこで選手の
フォームなどを見て学んで、弘前の
子どもたちにもどんどんうまくなっ
ていってほしいです。
　この先もずっと野球に携わってい
きたいと思っているので、将来はど
こかの高校や中学校で野球の指導者
になれればいいなと思っています。
　目標は東京ドームで行われる都市

THE 弘前人
File.05

どれだけ自分を追い込むかが将来の自分を決める！

対抗野球大会本戦出場！仕事もしな
がらの活動なので練習時間は足りな
いですが、追い込むときは追い込ん
で自分で決めた目標を達成できるよ
うに、これからもがんばっていきま
す！　
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　弘前ねぷたまつりをさらに楽しむ
ための展覧会です。現存最古の幕末
期のねぷた絵、戦前戦後のねぷたま
つり写真、ねぷた絵の様式美を確立
したと言われる竹森節堂の下絵の
数々、さらに昨年、一昨年の知事賞
受賞ねぷたのねぷた絵を一挙に展示
し、弘前の夏を盛り上げます。
▽とき　７月28日～９月９日
▽観覧時間　午前９時 30分～午後
４時30分
▽観 覧 料　一般 300（220） 円、
高校・大学生150（110）円、小・
中学生 100（50）円／「高岡の
森弘前藩歴史館」との共通券＝一
般 420（310）円、高校・大学生
210（160）円、小・中学生140（70) 
円
※（　）内は20 人以上の団体料金。

また、障がい者、65 歳以上の市民、
市内の小・中学生、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。住所や年齢を証明
できるものを提示してください。
▽休館日　８月20日

【関連企画】
記念対談「弘前ねぷたの魅力を語る」
▽とき　8月 5日（日）
　　　　午後２時～
▽講師　葛西敞さん（ねぷた史研究
家）、聖龍院龍仙さん（ねぷた絵師、
日本画家）
▽聴講料　無料（観覧料が必要）

【併催】
常設展「ひろさきの歴史と文化 ～
原始から近現代へ～」
■問い合わせ先　市立博物館（☎ 
35・0700）

レッツウォークお山参詣
参加者募集！

第３５回

市立博物館企画展２

▲竹森節堂筆ねぷた見送り絵　『楽女』

弘前ねぷたまつり展

　国の重要無形民俗文化財に指定さ
れている岩木山を集団登拝する伝統
行事「お山参詣」を気軽に体験でき
る「レッツウオークお山参詣」を今
年も開催します。
　当行事は、地域特有の「食」「自然」
「文化・歴史」をウォーキングによっ
て一度に体感できる、新しい形の体
験ツアー「ONSEN・ガストロノミー
ウォーキング」にもなっています。

　伝統行事の体験や、ご当地のおい
しい食べ物、豊富な温泉を楽しみま
せんか。
▽とき　９月９日（日）
▽日程　受付…午前７時 30分（岩
木文化センター〈賀田１丁目〉あそ
べーる玄関）／行列出発…午前８時
20分（予定）／解散…午後３時ご
ろ
※天候により日程変更の場合あり。

▽定員　300人（先着順）
▽参加料　2,000円
▽服装　服装は上下とも白系統／約
6.5kmの歩行になるので歩きやす
い履き物でおいでください。
▽申込期限　８月 20日
■問い合わせ・申込先 レッツウォー
クお山参詣実行委員会事務局（☎
83・3000、ファクス83・3001）
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