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　高照神社に奉納された宝物を中心に収蔵公開して
いる「高岡の森弘前藩歴史館」で、初めて刀剣をテー
マとした展覧会を開催します。
　弘前藩初代藩主津軽為信が豊臣秀吉より拝領した
とされる太刀銘「友成作（ともなりさく）」や、四代
藩主信政（のぶまさ）の太刀銘「真守（さねもり）」
など、弘前藩や津軽家に関わる歴史的価値の高い刀剣
類を中心に展示します。機能を追求した日本刀の独特
な姿、そして鍛錬によって生み出される美しさをご覧
ください。
▽開催期間　９月29日～ 11月 25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／「市立博物
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　９月 25 日～ 28 日（開催準備のため）、
10月 15日、11月 19日
■問い合わせ先　高岡の森弘前藩歴史館（☎ 83・
3110）
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　高岡の森弘前藩歴史館に隣接する「高照神社馬場跡」で、かつ
て行われていた神事をイメージした「神馬奉納（しんめほうのう）」
と、日本古来の伝統武芸である「流鏑馬（やぶさめ）」を開催します。
高岡の森弘前藩歴史館の観覧と併せて、ぜひご来場ください。
▽とき　９月 30日（日）、神馬奉納＝午後１時～１時 30分／流
鏑馬＝午後２時～３時30分
▽ところ　高照神社馬場跡（高岡字神馬野）
▽交通　市役所本庁・市役所岩木庁舎～歴史館の間で、無料シャト
ルバスを運行

【行き】　　　　　　　　　　　　　 【帰り】

※市役所本庁のシャトルバス乗り場は、中庭（市民防災館玄関付近）
です。
▽駐車場　高照神社境内駐車場をご利用ください。満車の場合、旧
百沢小学校にも駐車できます。
■問い合わせ先　高岡の森弘前藩歴史館（☎83・3110）

高照神社馬場跡
「神馬奉納」・「流鏑馬」

市役所本庁発 岩木庁舎発 歴史館着
11:00 11:15 11:25
12:00 12:15 12:25
13:00 13:15 13:25

歴史館発 岩木庁舎着 市役所本庁着
15:45 15:55 16:05
16:35 16:45 16:55

９月30日日

　弘前城築城 400年祭（平成 23年）の際に行われた
　弘前城流鏑馬国際大会の様子
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Town Information

シニアサポーターを募集しますこれからも
働きたい人へ

耐震診断員を派遣します

　地震に対する住宅の安全性に関する意識を高め、木
造住宅の耐震化を促進するため、市が専門知識を有す
る耐震診断員を派遣し、耐震診断を行います。
▽対象住宅　市内にある、①～④の要件すべてに該当
する住宅
①昭和56年５月 31日以前に建築されたもの
②一戸建ての専用住宅または併用住宅（延べ面積の２
分の１以上を住宅の用に供し、かつそのほかの用途に
供する部分の床面積が 50㎡以下であるものに限る）
で地上階数が２以下のもの
③一般構法（在来軸組構法）または伝統的構法によっ
て建築された木造住宅であること
④現在、居住している住宅であること
▽対象者　対象住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住
する者（親族を含む）
▽診断費用　申込者負担として、１戸あたり 8,000
円（延べ面積が200㎡以下の場合）
▽募集戸数　10戸（先着順）

耐震改修に補助金を交付します
（建て替えも対象です）
　住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事または
建て替え工事に要する経費の一部を補助します。
▽対象住宅　市内にあり、上記（耐震診断員を派遣し

ます）の対象要件①～③および下記の要件④⑤のすべ
てに該当する住宅
④耐震診断により倒壊する可能性があると判定された
もの（過去に耐震診断を行った住宅を含む）
⑤耐震診断以降、増改築されていないもの
▽対象者　次の①および②の要件すべてに該当する者
（親族を含む）
①対象住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住する者
②平成29～ 30年度まで市税等の滞納がない者
▽対象工事　市内に本店を有する施工業者が行う次の
いずれかの工事　①耐震技術者（青森県木造住宅耐震
診断員名簿に記載された者）が耐震改修計画を作成し、
工事監理を行う工事（住宅全体の上部構造評点のうち
最小の値が１．０以上となる工事）／②耐震診断により
倒壊する可能性があると診断された住宅を除却し、同
一敷地内において、建築士が設計し、工事監理を行う
建て替え工事
※補助金の交付決定前に着手した工事は除きます。ほ
かにも条件がありますので、申請を希望する人は申請
書類を準備する前にお問い合わせください。
▽補助金額　補助対象経費に 23.0%を乗じて得た額
または82万 2,000 円のいずれか低い額
▽募集戸数　２戸（先着順）
～共通事項～
▽募集期限　11月 30日
※申請書および詳細は建築指導課（市役所４階）で配
布しているほか、市ホームページに掲載しています。
■問い合わせ先　建築指導課（☎40・7053）

木造住宅の耐震化を支援します地震から命を
守るために

　市と弘前市シルバー人材センターが連携して「シニ
ア世代元気活躍推進事業」を実施し、福祉施設でシニ
アサポーターとして短時間就労する元気な人（60歳
以上）を募集します。
　就労場所は市内の福祉施設で、できるだけ通いやす
い施設を紹介します。清掃、配膳、見守りなど、週 20
時間程度の仕事をしてみませんか。資格は不要です。
事前説明会を開催しますので、気軽にご参加ください。
◎事前説明会
▽日程と会場　10月２日、生きがいセンター（南袋町）
／ 10月 12日、北辰学区高杉ふれあいセンター（独
狐字山辺）／ 10月 17日、千年交流センター（原ケ
平５丁目）
※時間はいずれも午前10時～。
▽内容　就労施設、仕事内容、勤務条件などについて

※シニアサポーターは、弘
前市シルバー人材センター
の会員登録が必要です（年
会費 3,000 円）。事前説明
会当日の登録も可。
▽申し込み方法　開催日の
３日前までに、電話か直接弘前市シルバー人材セン
ター窓口へ申し込みを。
▽その他　弘前市シルバー人材センターでは、11月
以降も毎月第１火曜日の午前10時からと第３火曜日
の午後２時から、生きがいセンターで入会説明会と仕
事紹介を行います。詳しくは問い合わせを。
■問い合わせ先　事前説明会に関すること…弘前市シ
ルバー人材センター（☎ 36・8828）／事業に関す
ること…福祉政策課（☎40・7037）

路線バスから乗り合いタクシーへの変更対象路線の
利用者は確認を

　市では、市民の皆さんにとってより使いやすい公共
交通として維持するため、平成28年度から路線バス
の見直しをしてきました。このたび、一部の路線バス
について、10月１日から乗り合いタクシーでの運行
となります。
【乗り合いタクシー】
▽対象路線　右表のとおり
▽運賃　片道200円～ 300円
▽乗車方法　①使いたい便を決める／②１時間前まで
に北星交通（☎ 33・3333）へ予約をする／③停留
所へ行く／④停留所に来たタクシーに乗る
▽その他　時刻表や経路、停留所の一覧は都市政策課
（市役所３階）、岩木総合支所民生課、石川出張所、新
和出張所、北星交通で配布しているほか、北星交通の
ホームページ（http://www.hokuseikotsu.co.jp/
php/omnibus.php）で確認できます／対象となる
町会以外の人も利用できます／時刻表、経路、停留所
はあらかじめ決められており、いつでもどこへでも行
けるわけではありません。

■問い合わせ先　予約、乗り合いタクシーに関するこ
と…北星交通（☎ 33・3333）／路線バスに関する
こと…弘南バス（☎ 36・5061）／その他…都市政
策課交通政策推進室（☎35・1124）　

▼対象路線一覧
　対象路線バス 乗り合いタクシー

路線名 対象となる地域

弘前平賀線
石川地区線
（予約型） 乳井、薬師堂、石川

堀越地区線（※） 新里駅前、川合、門
外

真土線 鳥井野地区線
（予約型）

駒越、真土、龍ノ口、
鳥井野、如来瀬、兼
平、一町田、高屋、
五代、賀田

笹館線 笹館地区線
（予約型）

種市、下青女子、三
和、笹館

十腰内線 小友地区線
（予約型） 小友

※堀越地区線は予約がなくても運行します。

市政情報

民生委員協力員制度 
　　　　　　　　　　　　　　　がスタートします

民生委員協力員制度とは？　

　地域の福祉に関する市民の皆さんの相談者とし
て地域の見守りなどを行う民生委員・児童委員（以
下民生委員）によって選ばれた人が、地域福祉活
動の充実のために、民生委員の活動をサポートす
る制度です。
※民生委員の必要に応じて選ばれますので、必ず
配置されるものではありません。配置状況につい
て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）

※協力員が活動する際には市が発行する「民生委
員協力員証（下記参照）」を携帯しています。
　
　

【活動例】
〇高齢者、障がい者、子育て家庭への声掛け、訪
問（情報提供など）
〇敬老大会や地域ふれあい交流会への協力など
※民生委員固有の事務（個別の相談支援、調査・
実態把握、状況報告など）は行いません。

協力員は見守り活動や地域福祉活動を行います

み ほ ん

No. ●●
　　　　　弘前市民生委員協力員証
　担当区域
　氏　　名
　　上記の者は、弘前市民生委員協力員制度実
　施要綱に規定する弘前市民生委員協力員であ
　り、守秘義務を有するものであることを証す
　る。
　　　　年　　月　　日交付
　（有効期限　　　　年　　月　　日）

　　　　　　　　　　　　　弘前市長　印
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国際人育成支援事業費補助金国際人を
目指しませんか

「つなげよう！市民のチカラ！」放送中です

 FMアップルウェーブ（78.8MHz）の日曜午後５時からの生放送番組「わがままWAVE It's Cool」内で、町会やNPOをはじめとする市民活動の実践者が生出演し、活動の魅力を発信するコーナーです。毎月第４
日曜日、午後５時10分ごろから放送されますので、ぜひお聞きください。

　　　　　

　弘前と異文化の関わりについて地域交流イベントを行い、にぎわいを
作ることなどを目的に活動する学生の団体です。
　異文化の中でも特にフランス文化を中心に活動していて、「弘前にあ
るフランス」を紹介するリーフレットの発行やフランス日和マルシェと
いうイベントを通して、弘前のにぎわい作りに取り組んでいます。

●異文化交流で弘前をもっと活発に／弘前グローカル・アクション

市民活動を
FM ラジオで
発信 !!

　物を修理する楽しみを知ってもらうことや、喜び、感動を一緒に感じ
ることなどをコンセプトに、おもちゃの無料修理をしているボランティ
アグループです。
　毎月第２土曜日と第４日曜日に開院しています。診察（おもちゃの修
理）は持ってきた子どもたちの前で行うことで、科学的な心が育つこと
を期待しています。持ち込まれたおもちゃの約９割は直っています。

●物を大切にするこころを育む／弘前おもちゃ病院

エコストア・エコオフィス認定制度

１ 弘前事務機器商会
２ パワーデポ弘前店
３ ドコモショップ弘前城東店
４ ドコモショップ弘前安原店
５ マックスバリュ安原店
６ ユニバース堅田店
７ ユニバース南大町店
８ ユニバース城東店
９ 生協コープあおもり和徳店
10 マックスバリュ樋の口店
11 マックスバリュ岩木店
12 ヤマト運輸弘前白銀センター
13 ヤマト運輸弘前城東センター
14 ヤマト運輸弘前松原センター
15 さとちょう浜の町店
16 Uマート桔梗野店
17 Uマート弘大前店

１ S.K.K. 情報ビジネス専門学校
２ 南建設
３ 伸和産業
４ セントラル技研
５ 東北電力弘前営業所
６ 装美舎
７ 弘前事務機器商会

８ リコージャパン青森支社
青森営業部弘前営業所

９ ビジネスサービス弘前支店
10 ゴールドパック青森工場
11 弘前航空電子
12 丸勘建設
13 東栄土木工業
14 タムロン生産本部弘前工場
15 小山田建設
16 エルシィホーム

17 キヤノンプレシジョン本社・北和徳事業所

18 キヤノンプレシジョン北和徳第二事業所
19 弘前水道

20 オリンパスメディカルサイエンス販売弘前営業所

21 北星交通
22 キタコン
23 三光化成第四事業部弘前工場
24 ニッカウヰスキー弘前工場
25 特別養護老人ホームおうよう園
26 青森銀行弘前支店 ほか12店舗
27 特別養護老人ホーム白寿園
28 デイサービスセンター白寿園
29 生活支援ハウス白寿の園
30 豊産管理弘前営業所
31 アペックス弘前サービスセンター
32 音羽電機工業弘前工場
33 東管サービス
34 大成コンサル
35 日本パルスモーター岩木工場
36 障害者支援施設千年園
37 北村技術
38 弘前農園
39 共立設備工業
40 共立寝具神田工場
41 弘前ドライクリーニング工場
42 田中工務店
43 東奥信用金庫本店 ほか12店舗
44 富士建設

※表は平成30年７月末現在のものです（登録順）。
※６年間継続して認定を受けているエコストア・エコオフィスを「優良認定事業所」とし
ています。

１ ユニバース松原店
２ 生協コープあおもり西弘店
３ 生協コープあおもり松原店
４ さとちょう樹木店
５ さとちょう松森町店
６ さとちょう小比内店
７ さとちょう大原店
８ さとちょう城東店

エコストア優良認定事業所 エコオフィス優良認定事業所

　この制度は、ごみの減量やリサイクルの推進、省エネル
ギーなど、環境にやさしい活動を行っている店舗や事務所
（会社）をエコストア・エコオフィスとして認定し、その
取り組みを応援するものです（市が認定している店舗や事
務所は下表のとおり）。
　あなたの店舗や事務所もエコストア・エコオフィスになっ
てみませんか。申請手数料などは一切掛かりませんので、
ぜひ申請を。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（町田字筒井、☎
36・0677） ▲エコストア・エコオフィス認定マーク

１ みちのく銀行弘前営業部 ほか11
店舗

２ マル長
３ 猪股建設
４ 東邦設備工業所

５ OKリフォーム對馬
６ 中村弘前
７ 工藤工務所
８ 弘果弘前中央青果

エコオフィス認定事業所エコストア認定事業所

弘前グローカル・アクション
代表の山口さん

弘前おもちゃ病院院長の小山
内さん

市政情報
Town Information

　次代を担う国際化に対応した若者の才能を育てるた
め、国際青少年研修協会が実施する高校生や学生など
を対象とした海外派遣事業への参加費用の一部を助成
します。
【対象となる海外派遣事業】
◎高校生の冬休み海外派遣
▽日程と内容／参加料（予定）
①フィリピン・プライベート英語研修＆ドミトリーステ
イ（12月24日～30日〈７日間〉）／35万6,000円
②オーストラリア・クリスマスホリデーホームステイ
＆牧場体験（12月 26日～平成 31年１月４日〈10
日間〉）／49万 8,000 円
③カナダ英語研修＆クリスマスホリデーホームステイ
（12月26日～平成 31 年１月４日〈10日間〉）／45
万8,000円
④カンボジア平和学習＆高床式ホームステイ＆アン
コールワット遺跡群（12月 26 日～平成 31年１月
４日〈10日間〉）／41万 8,000 円
※参加料はいずれも市の補助金交付前の額。
◎学生の語学留学プログラム
　海外で本格的に英語を学びたいという人へのプログ

ラムで、ホームステイなどでの海外生活や英語学習を
通した幅広い交流を目的とします。
▽派遣先　カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュー
ジーランド、アメリカ（ハワイ）、フィリピン
▽期間　２週間～（派遣先によっては１週間から可）
【市の補助金および事業参加申し込み】
▽対象　市内に住所を有し、県内の高校・大学・短期
大学・専修学校に在籍している生徒および学生
▽補助金額　参加料などの補助対象経費支出額の５割
または20万円のいずれか少ない額
※協会への参加料納付前に交付します。
▽申し込み方法　10月 15日までに、参加申込書お
よび補助金申請書を文化スポーツ振興課へ提出。
※申込書および申請書は同課で配布しています。
▽選考・交付　申し込みのあった生徒および学生のう
ち、市の選考委員会で選考された人に交付します。
■問い合わせ・申込先　事業の内容について…国際青
少年研修協会（☎東京 03・6417・9721、Ｅメー
ル info@kskk.or.jp、ホームページ http://www.
kskk.or.jp）／申し込み・補助金について…文化ス
ポーツ振興課文化振興係（☎40・7015）
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時～７時 30分）／ 9月 23日、午
前 10時～午後 4時（パレードは午
後２時～３時30分）
▽ところ　メイン会場…青森港新中
央埠頭／パレードコース…柳町通り
→新町通り→アスパム通り
■問青森市経済部観光課（☎青森
017・734・5179、 ■Ｈ http://
aomori10shi.jp）

弘前市生きがいセンター作品展

▽とき　９月 26日～ 28日、午前
10時～午後５時（初日は正午から、
最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階美術展示室
▽内容　「生きがい教室」（クレヨン
画・書道）の受講者および「サーク
ル活動」（絵手紙・折り紙など）参
加者の作品展示
■問弘前市生きがいセンター（☎
38・0848、月曜日と祝日の翌日
は休み）

横笛の祭典

【第３回全日本横笛コンクール本選
観覧者募集】
▽とき　９月22日（土）
　　　　午後２時～
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽入場料　1,000 円（小学生以上）
【ギネス記録も持つ !! 津軽の笛が大
集合！第６回津軽笛博覧会】
○囃子（はやし）講座
▽日程と内容　９月 23 日（日）、
①いい音を出すテクニック＝午後
１時～／②初心者が笛を簡単にな
らすための指導法！ねぷた笛指導
法講座＝午後２時 50分～／③弘前
ねぷた休みばやし＝午後１時～／
④お山参詣登山ばやし＝午後２時
50分～
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）、①②＝和館、③④＝茶室
▽定員　各講座30人
▽参加料　無料（入園料〈高校生以
上＝310円、小・中学生＝100円〉
は必要）
※事前の申し込みが必要。

○お月見コンサート
▽とき　９月23日（日）
　　　　午後５時30分～
▽ところ　藤田記念庭園和館前
▽内容　登山ばやし、江戸ばやしな
ど
▽入場料　無料（ただしプレミアム
シートのみ500円が必要）
■問津軽笛地域づくり実行委員会（喫
茶れもん内、☎ 33・9359、■Ｈ
http://tsugarubue.jp/）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

鳴海要記念陶房館の催し

◎毎日を古布で愉しむ二人展
▽とき　9 月 27日～ 10月 1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）
▽内容　古布で作った服、バック、
小物の展示・販売
▽観覧料　無料
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

harappa 映画館
「せつない。だけど、いとしい」
　近年話題の洋画３作品を上映しま
す。
▽日程　９月 29 日（土）、①午前
10時 30 分～＝『希望のかなた』、
②午後１時 30分～＝『婚約者の友
人』、③午後４時～＝『パターソン』
▽ところ　中三弘前店（土手町）8
階スペースアストロ
▽観覧料　前売り＝ 1,000 円（１
回券）、2,500 円（３回券）／当
日＝ 1,200 円（１回券）、学生＝
500円（１回券）
※１作品ごとに１回券が１枚必要。
▽チケット取扱所　中三弘前店、紀
伊國屋書店弘前店、まちなか情報セ
ンター、弘大生協、コトリ cafe（百
石町展示館内）
■問 harappa 事務局（☎ 31・0195
〈平日の午前９時～午後６時〉）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

しゅわさろん

　手話を使ってゲームやおしゃべり
をしてみませんか。手話に興味のあ
る人、手話が分からない人もぜひお
いでください。
▽とき　9月 22 日、10 月 27 日、
11 月 17 日、12 月 8 日の午後３
時～５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽内容　手話を使ったゲーム、グ
ループトーク
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問福祉政策課（☎ 40・7036、■Ｆ
32・1166）

あおもり 10 市大祭典
in AOMORI
　県内 10市の祭り・踊り・グルメ
が今年は青森市に大集合！当市から
は約８mの折りたたみ式大型ねぷ
たが出陣予定です。
▽とき　９月 22日、午前 10時～
午後７時 30分（パレードは午後６

子育てパパママ楽習会

　「仕事も子育ても大切にしたいパ
パママに贈る！両立の秘訣」をテー
マに、子育ての考え方を学びます。
【基本的な考え方編】
▽とき　９月29日（土）、午前10
時 30 分～正午（受け付けは午前
10時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽参加料　無料
▽定員　60人
【実生活での実践編】
▽とき　９月 29 日（土）、午後１
時 30分～３時 30分（受け付けは
午後１時～）
▽ところ　ヒロロ３階多世代交流室
２
▽参加料　2,000 円（２人で参加
の場合は、１組3,000円）
▽定員　28人
～共通事項～
▽ 講 師　 木 村 宣 貴 さ ん（M&F 
Relations 代表）
▽申し込み方法　Ｅメール（氏名・
参加者数・子どもの年齢・希望の部
を記入）で申し込みを。
▽その他　子どもと一緒の参加も可
（無料の託児も利用できます〈定員
はそれぞれ先着15人〉）
※託児を希望する場合、子どもの広
場（☎35・0156）へ申し込みを。
■問子育てパパママ楽習会運営委員会
（須藤さん、☎携帯 090・9742・
6354、■Ｅ kosodate.c.hirosaki@
gmail.com）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

DOG FES IWAKI 2018

　犬と暮らすためのマナーやルール
を学びながら、思いきり遊べます。
▽とき　９月 30 日（日）、午前９
時 30分～午後３時 30分（荒天中
止）
▽ところ　岩木青少年スポーツセン
ター（常盤野字湯段萢）第一多目的
広場
▽内容　①遊び方・グルーミング・

写真テクニック・ドッグスポーツの
ワークショップ／②愛犬と楽しむ
ゲーム／③初級ベストパートナーズ
認定試験／④小型～大型犬初心者用
ドッグラン／⑤初心者向けドッグス
ポーツ体験／⑥災害時に必要なしつ
け講習会／⑦ペットグッズ・飲食
ブース　など　
▽参加料　①～④＝ 500 円、⑤⑥
＝無料
▽申し込み方法　ホームページから
申し込みを。
※募集人数に満たない場合、当日も
受け付けます。
▽その他　犬の健康状態などによっ
ては入場をお断りする場合がありま
す。また、登録証（鑑札）や狂犬病
予防などの予防接種証明書の提示を
お願いする場合がありますので持参
してください。
■問 DOG FES IWAKI 実 行 委 員
会（宮川さん、☎ 55・8540、■Ｅ
info@wonup-tsugaru.com、 ■Ｈ
https://dogfes-iwaki.com/）
※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。

ヒロロスクエアのイベント

【親子で一緒に英語でハロウィン体
験】
　英語を使って外国人の先生たちと
楽しくハロウィン体験ができます。
▽とき　10 月 4日（木）、午前 10
時 30分～ 11時 30分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）3階イ

ベントスペース
▽対象　1歳～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）

星空観察会 in プラネ

【～はじめての星空観察～流れ星を
さがそう！】
▽とき　10 月 6 日（土）、午後 6
時～ 8時（受け付けは午後5時 30
分～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）3階プラネタリウム
▽内容　初心者向けとして、今の時
期に見える星座について説明した
後、屋外で星空観察を行います（雨
天時は屋内で別メニューを実施）
▽講師　髙木優さん（みちのく天文
同好会）
▽対象　市民＝40人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽持ち物　防寒具
▽申し込み方法　10月5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）

 イベント

◎短歌を作ろう
▽とき　10月 13日（土）、午後
１時30分～４時 30分
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階会議室
▽内容　短歌の作り方
▽講師　ＮＨＫ学園短歌講師、運
河の会代表
▽対象　中学生以上＝15人
▽参加料　無料
▽その他　昨年の参加者は自作短
歌を１首持参してください。当日
添削指導します。
※事前の申し込みが必要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

弘前図書館 10月の
催し

　弘前市の工芸品「津軽焼」の窯元による特別企画展を開催します。津軽焼
の代表的な釉薬（ゆうやく）であるなまこ釉（ゆう）が使われた普段使いの
器や花器など、独特な色合いが醸し出された作品を多数展示・販売しますの
で、ぜひご来場ください。
▽とき　９月19日～ 10月１日、午前10時～午後４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
■問商工政策課物産振興担当（☎35・1135）

まちなかクラフト村

「津軽千代造窯
 窯元展」
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第５回ひろさきお寺の日

　真言五山の一つである久渡寺の貴
重な文化財を初めて一般に公開しま
す。
▽とき　10月６日（土）
　　　　午前10時～午後２時
▽ところ　久渡寺（坂元字山元）
▽内容　久渡寺伝来の仏像などの公
開
▽対象　小学生以上
▽観覧料　500 円（文化財維持協
力費として）
※事前の申し込みは不要。
■問ひろさき環境パートナーシップ
21（弘前大学人文社会科学部美術
史研究室内、須藤さん、☎ 39・
3220）

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 秋の定期公演
　秋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　10月８日（月・祝）
　　　　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　『畜犬談』、『リイズ』、
『待つ』、『やんぬる哉』など５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。

講演「私立弘前女学校の女生徒
によるボランティア活動」
～ 1900 年 10 月の弘前市での岡
山孤児院慈善音楽幻燈会開催時の活
躍～
▽とき　10 月 8 日（月・祝）、午
後２時 40分～３時 30分（弘学祭
内）
▽ところ　弘前学院大学１号館
218教室（稔町）
▽内容　児童福祉の父といわれる石
井十次が孤児と共に初めて来弘し慈
善音楽幻燈会を開催した時の私立弘
前女学校生の活躍について
▽講師　玉井厚さん（弘前学院大学

福祉教育研究所）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学社会福祉教育研究所
（玉井さん、☎34・5311）

おしごと体験広場
キッズハローワーク
　小学生を対象とした職業体験と遊
びのイベントです。家具職人やドッ
グトレーナーなどのほか、弘前なら
ではの仕事体験もできます。
▽とき　10月 14日（日）、午前９
時 45分～午後４時（受け付けは午
後３時まで）
▽ところ　弘前学院聖愛中学高等学
校（原ケ平字山元）
▽参加料　1,500 円（おしごと手
帳代金として）
※事前の申し込みは不要。
■問 SEEDS NETWORK（ ☎ 36・
9234）

第 16 回津軽健康大学
「市民公開講座」
▽とき　９月29日（土）
　　　　午後２時～３時30分
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）２階曙の間
▽内容　特別講演「ストレスをのり
きり、いきいき歳を重ねよう」…講
師・海原純子さん（日本医科大学特
任教授）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市医師会事務局（竹内さん、
山田さん、☎32・2371）

内観研修会

▽日程と内容　９月 29日、午後０
時 30分～５時 30分…講演①「内
観とは」、講演②「精神医療におけ
る内観療法の実際～マインドフルネ
スと内観療法～」、内観実習または
分科会／９月 30日、午前９時～午
後２時 30分、講演③「内観～自分
との出会い～」、講演④「内観に求
める癒し～現代医学と心の救いにつ
いて～」、シンポジウム「内観の可

弘前図書館バリアフリー映画会

　目や耳の不自由な人も楽しめるバ
リアフリー映画を上映します。
▽とき　10 月６日（土）、午後２
時30分～５時（開場は午後２時）
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽内容　映画「西の魔女が死んだ」
の上映
▽定員　60人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

弘前大学人文社会科学部北日
本考古学研究センター企画展
【津軽に稲作がやってきた！本州北
限の水稲農耕文化】
　現在、北限の水稲農耕を知る上で
全国的に注目されている弘前市清水
森西・砂沢遺跡、鶴田町廻堰大溜
池（１）遺跡の発掘調査を進めてい
ます。本企画展は、これまで非公開
だった貴重な資料を特別公開すると
ともに、出土したイネのDNA分析
といった最新の成果も公表します。
▽とき　10 月６日～ 11月 11日、
午前 10時～午後４時
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
（文京町）北日本考古学研究センター
展示室（総合教育棟２階）
▽入場料　無料
■問弘前大学人文社会科学部北日本考
古学研究センター（☎39・3273）

郷土文学館ラウンジの
ひととき
▽とき　10月６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　「藤田晴央、自作を語る～
朗読と講話　ふるさとと私の詩」
▽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）

能性を探る」、内観体験発表、グルー
プワーキング「つながる内観～内観
への想い、疑問などを率直に話しあ
おう～」
▽対象　内観について興味のある
人、人間関係で悩んでいる人、人と
のつながりをよりよくしたい人など
▽受講料　１日3,000円
※事前の申し込みが必要。
■問弘前内観めぐみの集い（阿保さん、
☎携帯090・7332・2961）

ニーハオ中国語教室

▽とき　10 月１日～平成 31 年２
月 26日（各教室共通…全17回）
▽教室・曜日・時間　【入門】①火
曜日の午前 10時～／②金曜日の午
後７時 10 分～、【初級】③火曜日
の午後１時 30分～／④金曜日の午
後７時 10 分～／⑤土曜日の午後
７時 20 分～、【中級】⑥月曜日の
午前９時 10 分～／⑦月曜日の午
前 10時 50分～／⑧火曜日の午前
10 時～／⑨金曜日の午後７時 10
分～／⑩土曜日の午後６時～
※いずれも１時間30分程度。
▽ところ　①・②・③・④・⑧・⑨
＝ヒロロ（駅前町）／⑤・⑩＝南富
田町体育センター／⑥・⑦＝市民参
画センター（元寺町）
※開催場所は変更する場合がありま
す。

▽講師　黄永彩（コウエイサイ）さ
んほか
▽定員　各教室10人（先着順）
※申込人数が少ない教室は開催しな
いこともあります。
▽受講料　１万2,000円
※別途テキスト代として 1,000 円
～ 2,300 円が必要。
▽申し込み方法　10 月 15 日まで
に、電話かEメールで申し込みを。
■問ニーハオサークル事務局（松江さ
ん、☎携帯 080・5748・4884、
■Ｅ motomuma@ybb.ne.jp）

りんご生産者向け
トレーニング教室
　楽しくトレーニングをして、心身
の機能回復を図りませんか。
▽とき　10 月１日～ 11 月 30 日
の毎週月・水・金曜日…午後５時
30分～、毎週日曜日…午後３時～
／12月２日～３月31日の毎週月・
水・金曜日…①午後５時 30 分～、
②午後６時 30分～、毎週日曜日…
①午後３時～、②午後４時～
※いずれも１時間程度。
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）森林科学館内
▽内容　筋肉・体幹トレーニング、
マシンによるパワーリハビリテー
ション、ダンスなど
▽対象　りんご生産に携わる 50歳

以上の市民
▽参加料　無料（温泉入浴券付き）
▽持ち物　動きやすい服装、内履き、
飲み物、汗拭きタオルなど
▽申し込み受け付け　９月20日～
■問スポネット弘前（☎ 84・2236、
■Ｈ http://sponet-h.com/）
※平成 30年度弘前市りんご生産者
活躍継続事業。

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　10 月６日（土）、午前９
時 30分～ 11時（受け付けは午前
９時～）
▽ところ　弘前医療福祉大学棟Ⅰ
（小比内３丁目）
▽内容　「あいうえお」はなぜ「あ
いうえお」？～おもしろいことばの
科学～
▽講師　今川伸博さん（言語聴覚学
講師）
▽受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前医療福祉大学（成田さん、上
村さん、☎ 27・1001、 ■Ｆ 27・
1023）

 教室・講座
 

津軽藩発祥の地
「光信公の館」展示会

　鰺ヶ沢町の「光信公の館」は、津軽氏の始祖とされ
る大浦光信の居城だった種里城跡にある資料館です。
大浦光信と津軽氏に関する歴史や、発掘調査が明らか
にした種里城の実像を紹介するため、「光信公の館」
からの出張展示会を開催します。併せて、堀越城跡・
弘前城跡など市内の津軽氏城跡についてのパネル展示
も行いますので、ぜひおいでください。
▽期間　９月27日～ 30日、午前 10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室１
▽展示内容　種里城跡模型・出土遺物・種里八幡宮資
料・写真パネル・岩手県久慈市（光信公出身地）の紹

介、映像上映（津軽華子様種里来訪映像他）など
▽入場料　無料
【解説会】
　鰺ヶ沢町学芸員による解説会を行います。
▽とき　９月29日・30日の午後１時30分～
■問 鰺ヶ沢町教育課社会教育班（☎ 0173・72・
2111）

～鰺ヶ沢町から弘前市へ出張展示～
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大学生のボランティアが学習支援を
行います。
▽とき　毎週水曜日の午後４時 45
分～６時 35分
※冬休み期間中は時間を変更する場
合があります。
▽ところ　文京地区（詳しくは申込
時にお知らせします）
▽対象　市内在住の就学援助受給世
帯、生活保護受給世帯、児童扶養手
当受給世帯の中学生や高校を中退し
た人、または中学校を卒業後進路の
決まってない人＝20人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、生活福祉課（市役所１階）
へ持参を。
※申込書は生活福祉課に備え付けて
いるほか、市ホームページからダウ
ンロードできます。
■問生活福祉課（☎35・1114）

「サタディ☆くらぶ」参加者募集

▽とき　毎週土曜日、午前９時 30
分～ 11時 30分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多

世代交流室２ほか
▽内容　勉強したい教材（宿題、教
科書、ワークなど）を持参すると、
大学生や市民ボランティアによる学
習支援が受けられます
※事前の申し込みが必要。対象者や
参加料などの詳細は弘前市母子寡
婦福祉会ホームページ（https://
hirosaki-boshikai.jimdo.com/）
を確認するか問い合わせを。
■問弘前市母子寡婦福祉会（引間〈ひ
きま〉さん、☎ 携帯 080・1808・
7970）

弘前・白神アップルマラソン
開催に伴う交通規制

　10月７日（日）に、「第16回弘前・
白神アップルマラソン」を開催しま
す。当日は、コース上交通規制（ス

タート付近は午前８時 30分～午後
３時）を実施しますので、ご理解と
ご協力をお願いします。
　詳しくはホームページで確認する
か、お問い合わせください。
▽コース　消防本部南側～城西大橋
～茜橋～五代～兼平～西目屋村白神
館前
■問弘前・白神アップルマラソン実
行委員会事務局（克雪トレーニン
グセンター内、☎ 88・8399、■Ｈ
http://www.applemarathon.
jp/）

「稲わら」を活用しませんか

　りんご園の敷きわらや、家庭菜園
などに使う稲わらを無料で提供する
「稲わらふりーでん」を、10 月か
ら行います。希望する人には提供場
所の地図を送付しますので、直接現
地においでください。
　申込時に、必要な稲わらの量をお
知らせください。
▽申し込み期限　９月28日（金）
■問 農業政策課農産係（☎ 40・
7102）

曜日は休み）／弘前大学人文社会
科学部地域未来創生センター（☎
39・3198、平日の午前 10 時 15
分～午後５時）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【はじめてのパソコン講座】
▽ とき　10 月 12日・19日・26
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　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽申し込み開始　９月 23日、午前
８時30分～
【ボランティアサポートスタッフ募
集】
　市民ボランティアによるパソコ
ン講座（ウィンドウズ、エクセル、
ワード等）を手伝ってくれるボラン
ティアサポートスタッフを募集し
ます。パソコン（ソフト）に関する
知識があれば、年齢、経験は問いま
せんので、気軽にお問い合わせくだ
さい。
■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〉）

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し
【布ぞうり作り教室】
　家庭にある使い古
しのタオルや手ぬ
ぐいを使って布ぞ
うりを作ってみま
せんか。
▽とき　10月 13日（土）
　　　　午前９時30分～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）
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　20人
▽参加料　無料
▽持ち物　使い古しのタオル４枚
（色付きのフェースタオル）・裁ちば
さみ・昼食・飲み物・作業しやすく

汚れてもよい服装
▽申し込み受け付け　９月29日～
【プロが教えるかんたん楽しい秋の
エコクッキング教室】
　残ったおかずをアイデアと工夫で
おいしくとことん活用してみません
か。
▽とき　10月 20日（土）、午前９
時30分～午後０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　残りおかずでごはんのかき
揚げ、皮つき大根のスープ、皮つき
さつま芋のヨーグルトサラダ
▽講師　福士るみ子さん（サロン・
ド・胡桃代表）
▽対象　小学生以上＝20人
※小学生は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、ふきん、大皿
１枚（直径 25cm程度）、マグカッ
プ、はし、米0.5 合
▽申し込み受け付け　９月30日～
■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〈月曜日が祝日の
場合は翌日〉、10月７日は休み）

ユニバーサルスポーツクラブ

　誰でも参加できます。障がい者ス
ポーツを体験してみませんか。
▽とき　指定した土曜日の午前 10
時～正午
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）体育館
▽内容　ボッチャ、フライングディ
スク、テーブル卓球など
▽参加料　１回200円
▽持ち物　内履き、飲み物
※用具は貸し出します。
※事前の申し込みが必要。
■問スポネット弘前（☎ 32・6523、
■Ｅ info@sponet-h.com）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

学習支援教室「あっぷる～む」
参加者募集
　経済的な理由などで学習塾に通う
ことが困難な中学生などを対象に、

就労準備講座
（就労相談・支援つき）
～パソコンの基礎操作を学びなが
ら、社会への第一歩を～
　働きたいけど、「自信がない」、「長
期間働いていない」、「仕事が続かな
い」、「コミュニケーションが苦手」、
などといった、「働きづらさ」を抱
えた人を対象とした就労準備講座で
す。
▽期間　10月９日～ 12月６日（全
25回）
▽ところ　Ｉ・Ｍ・Ｓ（土手町）
▽内容　パソコン（ワード、エクセ
ル）基本操作、ワークショップ、コ
ミュニケーション・マナー、就労体
験・職場見学など
▽受 講 料　無料（テ キスト代
〈2,160円〉は自己負担）
▽申し込み方法　９月 28 日まで
に、申込書に必要事項を記入の上、
提出してください。
※申込用紙は就労自立支援室（駅前
町、ヒロロ３階）に備え付けていま
す。
■問ひろさき生活・仕事応援セン
ター（就労自立支援室内、☎ 36・
3776、■Ｆ 35・2929）

地域未来創生塾＠中央公民館

　大学教員、学生からの話題提供や
資料を使って、今後の地域づくり活
動に役立つ全 10回の講座やワーク
ショップを行います。
▽日程と内容　第１回＝ 10月 10
日…「銭湯の経済学～衰退産業の
生き残り戦略～」／第２回＝ 10月
24日…「刑務所とは何か」
※時間はいずれも午後６時 30 分
～。３回目以降の日程は随時お知ら
せします。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）第３会議室
▽対象　高校生以上の市民＝30人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　６回以上参加した人
に、修了証を交付します。詳しく
はホームページ（http://human.
cc.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）で確
認を。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
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●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111 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●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111

　古代、北東北は中央集権国家の支配の及ばない地域
であり、その住民は「蝦夷（えみし）」と呼ばれてい
ました。その実態は長らく謎に包まれていましたが、
近年の発掘調査の成果ではこの時期の人々の様相が見
えつつあります。市内でも、平成10年以降、平安時
代を中心とした発掘調査事例が増加しており、笹森館
遺跡（独狐字石田）からは県内で２例しか出土事例が
ない馬の線刻画土器が出土するなど、貴重な成果を得
ています。
　今回、近年の調査成果から見た古代の津軽の様相を

紹介し、文化財保護への理解を促す機会として、シン
ポジウムとパネル展を開催します。
【古代史シンポジウム】
▽とき　９月29日（土）、午後１時～５時40分
▽ところ　市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４
階）
▽内容　報告…東海林心（市教育委員会主事）、講演「古
代津軽地域における集落遺跡の諸相」…講師・岩井浩
人さん（青山学院大学）、講演「『北方世界』から見た
古代津軽」…講師・齋藤淳さん（中泊町博物館）、講
演「文献史料から見た古代津軽」…講師・武井紀子さ
ん（弘前大学）、講演「古代の津軽地方に蝦夷はいた
か？」…講師・松本建速さん（東海大学）、パネルディ
スカッション「古代津軽の様相を探る」…コーディネー
ター・工藤清泰さん（元青森県考古学会会長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【パネル展「古代遺跡を掘る－弘前市内の調査成果か
ら－」】
▽開催期間　９月21日～ 10月５日
▽ところ　市民文化交流館コミュニケーションゾーン
（ヒロロ３階、大町側エスカレーター付近）
■問文化財課埋蔵文化財係（☎82・1642）

 その他
  

古代史シンポジウム

笹森館遺跡出土馬の線刻画土器
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たは検討している女性、創業・起業
して間もない女性など
▽参加料　無料
▽申し込み方法　申し込みフォーム
（http://prt.red/b/ 起業女子）か
電話またはEメール（住所・氏名・
電話番号を記入）で申し込みを。
■問経済産業省委託事業東北起業女
子応援ネットワーク（☎会津若松
0242・23・8268、■Ｅ josei-nw
@naxia.jp）

BCP（事業継続計画）策定に
関するワークショップ
　企業には、台風などの自然災害や
事故、テロなどの予期せぬ緊急事態
などに遭遇した場合に、被害を最小
限にとどめるだけでなく、重要な中
核事業を中断させない、短時間で復
旧させる戦略的な行動計画を策定し
ておくことが重要です。
　市では、東京海上日動火災保険株
式会社（ひろさき地方創生パート
ナー企業）と連携し、事業継続計画
（BCP）策定に関するワークショッ
プを開催します。ワークショップ参
加後は個別支援を実施し、事業継続
計画を作成するまで支援します。
▽とき　10月 11日（木）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　市役所６階大会議室
▽対象　市内企業＝20社（先着順、
１社２人まで）

▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問商工政策課（☎35・1135）

首都圏地元企業合同説明会

　首都圏在住のUJI ターン希望者
や来春卒業予定の大学生を対象とし
た、地元企業合同説明会を東京都内
で開催します。市内企業への就職を
考えている知り合いや家族がいる人
は、周知のご協力をお願いします。
▽とき　９月29日（土）
　　　　午後１時～４時30分
▽ところ　ひろさき移住サポートセ
ンター東京事務所（東京都千代田区
有楽町、東京交通会館６階）
※参加企業など、詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
■問商工政策課（☎ 35・1135）／
ひろさき移住サポートセンター東
京 事 務 所（ ☎ 東 京 03・6256・
0801)

あおもり UIJ ターン
創業相談会 in 東京
　首都圏に弘前での創業・起業を検
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　10月 20日（土）、①午前
10時10分～、②午後１時10分～、
③午後３時 10分～（いずれも 90
分程度）

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
10／8 代官町クリニック吉田眼科（代官町） ☎ 38・4141
28 よしだ耳鼻科・小児科（中野２） ☎ 33・2306

歯　科
10／７ あべ歯科医院（青山３） ☎ 37・3737
８ 副島歯科医院（稔町） ☎ 38・7272
14 代官町クリニック吉田歯科（代官町） ☎ 38・4142
21 安原田中歯科医院（安原３） ☎ 37・7311
28 第一ファミリー歯科（城東中央３） ☎ 28・1888
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午後２時～３時／相談会＝午後３時
～４時
▽ところ　中野集会所（中野２丁目）
▽対象　文京地区の居住者
▽参加料　無料
▽申し込み方法　相談会のみ、9月
28日までに、郵便、電話、ファク
スまたはEメール（氏名・電話番号・
相談内容・参加人数を記入）で申し
込みを（当日参加も可）。
※講座は事前の申し込みは不要。詳
しくは、文京地区の回覧板か、市ホー
ムページをご覧ください。
■問 建 築 指 導 課 空 き 家 対 策 係
（ 〒 036・8551、 上 白 銀 町
１ の １、 市 役 所 ４ 階、 ☎ 40・
0522、 ■Ｆ 39・7119、 ■Ｅ
kenchikushidou@city.hirosaki.
lg.jp）

危険物取扱者試験と事前講習会

【危険物取扱者試験】
▽とき　11月３日（土・祝）
▽ところ　弘前東高等学校（川先４
丁目）
▽種類　甲種（受験資格あり）／乙
種（第１類～第６類）／丙種
※乙種・丙種は受験資格なし。
▽受験料　甲種＝ 6,500 円／乙種
＝4,500円／丙種＝3,600円
▽受付期間　９月 25日～ 10月５
日（インターネットによる電子申請
は９月22日～ 10月２日）
※電子申請は消防試験研究セン
ターホームページ（https://www.
shoubo-shiken.or.jp）から。
▽願書配布先　消防本部予防課、最
寄りの消防署・分署
【事前講習会】
▽と き　10 月 25 日・26 日（２
日間）の午前９時 30分～午後４時
30分
▽ところ　弘前消防本部（本町）３
階大会議室
※車で来庁の際は最寄りの駐車場を
ご利用ください。
▽対象　乙種第４類の受験者のうち
受講を希望する人
▽受講料など　受講料＝ 4,500 円
（弘前地区消防防災協会加入事業所
は2,000円）／テキスト代＝1,600
円（いずれも講習初日に徴収）
▽申込先　９月 27 日～ 10 月 17
日（予防課での受け付けは平日のみ）

に、消防本部予防課または最寄りの
消防署・分署へ。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

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　若干名
▽会費　月額3,800円
▽申し込み方法　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）

ハロートレーニング
（職業訓練）体験会
▽とき　９月 21 日（金）、午後１
時 30分～３時 30分（受け付けは
午後１時～）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　職業訓練の体験会（介護、
パソコン事務、適性検査等）、職業訓
練制度の概要説明
▽参加料　無料
※申し込み方法など詳しくは問い合
わせを。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42♯）

女性向け創業・起業
支援イベント
【はじめの一歩・キャラバン隊 in
弘前】
▽とき　10 月５日（金）、個別相
談会＝午前 11時～午後４時 30分
／講演会「自分の強みを知って自分
らしい働き方を」＝午後１時～２時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽対象　創業・起業に興味があるま

ファイナンシャルプランナー
による無料納税相談
▽とき　10月４日・11日・18日
＝午前 11時～正午、午後３時～４
時／ 10 月 25 日＝午前 11 時～正
午、午後３時～４時、午後６時～７
時／ 10月 28 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）
▽申し込み方法　９月 28 日まで
に、電話か収納課窓口で申し込みを。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

町会担い手育成塾

【町会に世代交代は必ず来る !!】
　町会活動を実際に担っているまた
は、町会活動に関わっている 30代
から 50代までの人の実践例を紹介
し、次の担い手を取り込むための活
動や工夫について意見交換をします。
▽とき　10月 14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　町会で活動している人、町
会に興味がある人＝50人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　10月９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。
■問市民協働政策課（☎ 35･1664、
■Ｆ 35･7956、■Ｅ shiminkyoudou
@city.hirosaki.lg.jp）

文京地区
空き家対策講座・個別相談会
　今年度市内 13地区で空き家対策
講座と個別相談会を開催します。第
2回目は文京地区です。空き家で悩
んでいる人、空き家問題に興味があ
る人など、どなたでもご参加くださ
い。
▽とき　10月 11日（木）、講座＝
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▽ところ　東京交通会館（東京都千
代田区有楽町）８階青森暮らしサ
ポートセンター
▽申し込み方法　10 月 16 日まで
に、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 県 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/shoko/support_
for_entrepreneurs.html） で 確
認を。
■問青森県商工労働部地域産業課創業
支援グループ（☎青森017・734・
9374、 ■Ｆ 017・734・8107、
■Ｅ chiikisangyo@pref.aomori.
lg.jp）

首都圏からの移住をサポート

　首都圏で開催される弘前市内の高
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。首都圏に同校の
知り合いがいる人は、周知のご協力
をお願いします。
【弘前高校・東京鏡ヶ丘同窓会】
▽とき　10月 20日（土）、午後１
時～４時（受け付けは正午～）
▽ところ　学士会館（東京都千代田
区神田錦町）
▽申し込み期限　10月 10日（水）
■問東京鏡ヶ丘同窓会事務局（千葉さ
ん、☎東京03・6721・7074）

▽対象　40 歳以上の市民（職場で受診できる人を除
く）＝50人（先着順）
▽料金　1,900 円（市の国保加入者は 950 円、70
歳以上の人は無料）
▽申込受付期間　９月18日～ 10月 19日
■問健康づくり推進課（弘前市保健センター内、☎
37・3750）

　総合検診車による胃・肺・大腸がん検診です。肺が
ん検診は医療機関で実施していませんので、受診をお
勧めします。
▽とき　10月 28日（日）
▽ところ　弘前市保健センター（野田２丁目）

内　科
10／７ 梅村医院（石渡１） ☎ 32・3593
14 さがらクリニック（桔梗野１） ☎ 37・2070
21 佐藤内科小児科取上医院（取上２） ☎ 33・1191
28 弘前温泉養生医院（真土） ☎ 82・3377

日曜がん検診
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企業 PR プレゼンテーション
講習会
　会社説明会等で自社の魅力を効果
的に発信し、採用力を高めるための
講習会を開催します。
▽とき　10月 11日（木）、午後１
時30分～４時 30分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　プレゼンテーション戦略、
シナリオ＆デリバリースキル
▽講師　益山健一さん（キャリアバ
ンク常務取締役、ジョブカフェあお
もりスーパーバイザー）
▽対象　ハローワークへ事業所登録
をしている企業＝10社（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　9月27日までに、
電話で申し込みを。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（駅前町、ヒロロ３階、
弘前就労支援センター内、☎ 55・
5608）

観光ボランティアガイド
会員募集・ガイド見学会
　現役ガイドと弘前公園を散策して
ガイドの仕事を見学してみませんか。
▽とき　９月 29 日・30 日の午前
10時～ 11時 30分
▽集合　市立観光館（下白銀町）１
階インフォメーション前
▽対象　「津軽ひろさき検定」初級
試験合格者およびこれから受験しよ
うと考えている人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前観光ボランティアガイドの会
（弘前観光コンベンション協会内、
☎35・3131）

一日体験ボランティア
参加者募集
　ボランティア活動を始めるきっか
けとして、一日だけの体験をしてみ
ませんか。
▽とき　10月６日（土）
　　　　午前９時～11時 30分
▽集合　弘前文化センター（下白銀
町）３階工作実習室（活動場所は弘
前公園）
▽内容　「子ども自然観察クラブ」

が行う、草木を使ったアート教室の
手伝い
▽対象　市民＝６人（先着順）
▽持ち物　飲み物、帽子、動きやす
い服装、雨具（雨天時）
▽申し込み受け付け　９月 18日～
10月３日
■問ボランティア支援センター（元寺
町、市民参画センター内、☎ 38・
5595）

市街化調整区域での開発行為
について
　市街化調整区域は、市街化を抑制
する区域であるため、建物を建築す
るために造成したり土地の地目の変
更などの開発行為を行うときは、許
可を受ける必要があります。無許可
で開発行為を行ったり、建物の使い
方や居住者を変更した時は、是正指
導の対象となる場合があるほか、悪
質なときは罰則の規定が適用される
場合があります。
　また、市街化調整区域には、立地
可能な建築物の用途に制限がありま
すが、一戸建ての住宅が建築可能と
なる緩和区域もあることから、開発
行為を行う際は、資料（公図、土地・
建物の登記事項証明書など）を持参
の上、事前にご相談ください。
■問建築指導課（☎40・7053）

10 月１日～７日は「公証週間」

　公証人は、国の一機関として、地
域住民の財産などの権利や生活を守
り、トラブルを未然に防ぐためにさ
まざまな業務をしています。手数料
は法令により定められていますの
で、安心して利用ができます。
　公証事務に関する相談は無料で
行っていますので、お気軽にご相談
ください。
【業務内容】
公正証書で契約書を作り、大切な財
産を守ります／公正証書で遺言書を
作り、大切な人に遺産を譲ります／
公正証書で養育費の給付契約書を作
り、子どもの将来を守ります／任意
後見契約書を作り、老後の安心を確
保します／会社等を設立するための
定款を認証します
■問弘前公証役場（公証人・藤部さん、
新町、☎34・3084）

イベント民泊セミナー

【あなたも「民泊」で受け入れして
みませんか？】
　イベント民泊を始め、民泊全般に
ついて分かりやすく説明します。
▽とき　10月４日（木）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　市役所６階大会議室
▽講師　小柳秀吉さん（パソナ）
▽対象　市民＝30人（先着順）
▽申し込み方法　10月１日までに、
電話かファクスまたはEメール（住
所・氏名・団体名・連絡先を記入）
で申し込みを。
■問観光政策課（☎ 35・1128、■Ｆ
38・5867、 ■Ｅ kankou@city.
hirosaki.lg.jp）

くらしとお金の安心相談会

▽とき　10月３日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
▽相談料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

法の日司法書士
無料法律相談会
　10月１日は法の日です。日常生
活での困りごとや法律上の悩みにつ
いて、司法書士が相談に応じます。
▽とき　10月６日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）４階第３研修室
▽内容　相続・登記・成年後見・多
重債務・裁判所提出書類作成など
▽相談料　無料（具体的な手続が必
要になる場合には、別途費用がかか
ります）
※相談は先着順。秘密は厳守します。
▽その他　上記以外でも青森県司法
書士会総合相談センター（☎フリー
ダイヤル 0120・940・230）で
無料相談を受け付けています。
■問青森県司法書士会（☎青森 017・
776・8398、■Ｆ 017・774・7156）

有 料 広 告 有 料 広 告

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水泳教室
（背泳）

10 月 9 日～ 26 日の毎
週火・金曜日、午前 10
時～ 11 時

温水プール石川
（小金崎字村元） 背泳ぎの基本

クロールで 25
ｍ泳げる市民＝
15 人

無料

9 月 28 日（必着）までに、
温水プール石川（〒
036・8123、小金崎字
村元 125、☎ 49・
7081）へ。

（※ 1）

②温水プール石
川～健康サポー
ト教室

10 月９日・23 日の午
後２時～３時

温水プール石川
（小金崎字村元）
研修室

脳の活性化プログ
ラム、シニア向け
の簡単なエアロビ
クス、ストレッチ
等の楽しい運動

65 歳以上の市民
＝各回 25 人（先
着順）

無料
９月 15 日から、温水プ
ール石川（☎ 49・
7081）へ。

（※ 2）

③ヒロロで走ろ
う！かけっこ教
室

10 月 10 日～ 31 日の
毎週水・金曜日、午後 4
時 30 分～ 6 時

ヒロロ（駅前町）
3 階イベントスペ
ース

走る、跳ぶ等の全
身運動

小学校 1 ～ 3 年
生＝ 20 人 無料

9 月 27 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）

④一般初級・
中級水泳教室

10 月 11 日～ 12 月 20
日の毎週木曜日（11 月
8 日を除く）、午後 7 時
～ 8 時

温水プール石川
（小金崎字村元）

初級者＝水慣れ、
けのびクロール／
中級者＝ 4 泳法を
楽しく泳ぐ

水泳を始めたい
市民（初級者）
＝ 10 人／種目
問わず 25 ｍ泳
げる市民（中級
者）＝ 10 人

無料
9 月 30 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）
⑤のみ（※２）⑤バドミントン

初心者教室

10 月 12 日 ～ 12 月 14
日の毎週金曜日（11 月
16 日・23 日 を 除 く ）、
午前 10 時～ 11 時 30 分

河西体育センタ
ー（石渡１丁目）

ラケットの持ち方
からゲームまで 市民＝ 15 人 無料

⑥ソフトバレー
ボール体験教室

10 月 11 日～ 11 月 15
日の毎週木曜日、午後 1
時～ 2 時 30 分

金属町体育セン
ター

ルール説明、ボー
ル慣れ、ゲームの
実施

市民＝ 12 人 無料

9 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いつまでも健
康で！笑顔で健
康体操Ⅱ

10 月 1 日 ～ 12 月 17
日の毎週月曜日、午前
10 時～ 11 時

弘前Ｂ＆Ｇ海洋
センター（八幡町
１丁目）

リズム体操やスト
レッチ体操、月 1
回美容のレクチャ
ー

おおむね 60 歳
以上の市民＝ 30
人

3,300 円 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎ 33・4545）

⑧ 2018 ヨネッ
クスソフトテニ
スキッズアカデ
ミー

10 月 6 日（土）、①午
前 10 時～正午、②午後
1 時 30 分～ 3 時 30 分

岩木山総合公園
（百沢字裾野）

初心者向けのソフ
トテニス教室

① 5 ～ 8 歳＝
30 人／② 8 ～
10 歳＝ 30 人
※ともにソフト
テニス未経験者。

無料
岩木山総合公園（☎
83・2311）

（※ 2）

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・生年月日・電話番号・教室名・希望コース（時間帯）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。

各種スポーツ・体操教室

 



ｈｉｒｏｓａｋｉ
［
広
報
ひ
ろ
さ
き
 お
知
ら
せ
版
］

■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。

N
o.302

９
／１５
2
0
1
8

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  172,694 人　   （－ 113）
　 男　　  79,151 人　   （－  37）
　 女　　  93,543 人　   （－  76）
・世帯数　 71,871 世帯   （－　 5）
平成 30年 8月１日現在（推計）
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～仮装での来園大歓迎～
　大正浪漫あふれる藤田記念庭園を舞台に、人力車やクラシックカー
の展示を行います。その場で衣装に着替えての庭園散策や記念撮影
なども開催。皆さんも仮装して「ハイカラ庭園」を楽しみませんか？
▽とき　10月７日・８日の午前９時～午後６時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
▽入場料　無料
■問い合わせ先　藤田記念庭園（☎37・5525）

- 子供たちに

　　知ってほしい弘前 -

　本年度から市内小・中学校で「ひ
ろさき卍学」という郷土教育が本
格的にスタートしたことに合わせ、
市立博物館では、江戸時代の特大
地図の複製や、ねぷた、甲冑、こ
ぎんなどを展示します。実際に資
料を見て、考えて、弘前への理解
をさらに深めてみませんか。
▽とき　９月22日～ 12月２日
▽観覧時間　午前９時30分～午後
４時30分
▽休館日　10月15日、11月19日
▽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

こども
博物館

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。

博物館歴史講座
▽とき　9月 30日（日）
　　　　午後２時～
▽対象　弘前をもっと知りたい小・
中学生と保護者＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　9 月 22日の午前
８時30分から、電話で受け付け

親子鑑賞会
　市内の小・中学生とその保護者は
以下の日に観覧料が無料になりま
す。ぜひご利用ください。
▽とき　展覧会期間中の毎週土曜
日、午前9時 30分～正午
※事前の申し込みは不要。

　■問い合わせ・申込先
　市立博物館（☎35・0700）中
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