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　青森県内醸造のリンゴ酒・シードル・リンゴ酢を飲み放題で楽しめます。
ぜひご参加ください。
▽参加料　5,400円（前売りチケット制）
※20歳未満の人は参加できません。
▽前売りチケット購入方法　電子チケット販売サイト「パスマーケット
（https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/012hwuzw0u4b.
html）」で購入してください。
※詳細はあおもりリンゴ酒推進協議会ホームページ（https://
a-1grandprix.localinfo.jp/）でご確認ください。
■問い合わせ先　あおもりリンゴ酒推進協議会事務局（A-FACTORY内、
☎青森017・752・1890）

　弘前城跡は、1918年に第１回観桜会が開催され、そ
の翌年には史跡などの記念物が法制化され、保護措置
が講じられました。それから約30年後の1952年3月、
弘前城跡はその価値が認められて国の史跡指定を受け、
以降、城郭の修理や整備が進められ、今の史跡津軽氏
城跡弘前城跡、いわゆる弘前公園の姿があります。
　このたび、史跡指定前に撮影された約70年前の弘
前城跡と、現在の様子を比較した写真展を開催します。
当時の様子を写真から知ることができる貴重な機会で
すので、ぜひご来場ください。
▽とき　11月 29日～平成31年5月12日の午前９
時30分～午後４時30分（毎週火曜日と年末年始は
休館）
※雪燈籠まつり・さくらまつり期間中は無休で、午後
６時まで開館。
▽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

▽入館料　旧第五十九銀行本店本館の入館料（一般
200円、小・中学生100円）が必要。ただし、雪燈
籠まつり期間中および、65歳以上の市民と市内の小・
中学生、市内の留学生、多子家族応援パスポート持参
の人、障がい者は無料。
■問い合わせ先　文化財課（☎82・1642）

リンゴ酒感謝祭
ス ペ ー ス

（上瓦ヶ町）

弘前観桜会 100 周年 &記念物 100 年記念弘前観桜会 100 周年 &記念物 100 年記念

70 年前の弘前城
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　行 政 相 談

▽とき　毎週水曜日、午前10時～午後３時
▽内容　行政活動に対する要望・意見・苦情に関する
こと
▽相談員　行政相談委員

　不 動 産 相 談

▽とき　毎月第２・３木曜日、午後１時～４時
▽内容　不動産取引、賃貸借トラブルなどに関すること
▽相談員　全日本不動産協会弘前地区会員、青森県宅
地建物取引業協会弘前支部会員

　土地家屋調査士相談

▽とき　毎月第１金曜日、午後１時～４時
▽内容　不動産表示登記、土地・建物の調査・測量な
どに関すること
▽相談員　青森県土地家屋調査士会弘前支部会員

　人 権 相 談

▽とき　毎週金曜日、午前10時～午後３時
▽内容　いじめや虐待など、人権に関すること
▽相談員　人権擁護委員

◎次の相談窓口の利用は、事前に予約が必要です。

　交通事故相談

▽予約先　青森県交通事故相談所（☎青森 017・
734・9235）
▽とき　毎月第１・３木曜日
▽内容　交通事故に関すること
▽相談員　青森県交通事故相談所相談員

　法テラス青森無料法律相談

▽予約先　法テラス青森（☎050・3383・5552）
▽とき　毎週火曜日の午後１時～４時、隔週土曜日の
午前10時 30分～午後０時30分
▽内容　離婚、相続、金銭トラブル、多重債務など
▽対象　収入や資産が一定の基準以下の人
▽相談員　登録弁護士、司法書士

　借金に関する相談窓口

▽とき　月～金曜日（祝日・年末年始除く）の午前８
時30分～正午、午後１時～４時30分
▽ところ　青森財務事務所（青森市新町２丁目、青森
合同庁舎３階）
▽相談専用電話番号　☎青森017・774・6488
■問い合わせ先　青森財務事務所理財課（☎青森
017・722・1463）

　女性の人権ホットライン強化週間

　平日の相談時間の延長と土・日曜日の電話相談を行
います。
▽とき　11月 18 日まで、午前８時 30分～午後７
時（土・日曜日は午前10時～午後５時）

　市民相談・消費生活相談

▽とき　午前８時30分～午後５時（月曜日は休館）
▽内容　日常生活の困り事・心配事や契約トラブル・
多重債務など、消費生活に関すること
▽相談員　市職員

　市民生活センターの相談窓口のほかに、次の日
程で各種相談窓口が設置されます。困り事、悩み
事があるときは、一人で抱え込まず、早めに相談を。

各種相談窓口 ▽内容　職場における差別、夫・親子・パートナーから
の暴力、セクシュアルハラスメント、ストーカー行為な
ど、女性に対するあらゆる人権侵害についての電話相談
▽電話番号　☎0570・070・810
■問い合わせ先　青森地方法務局人権擁護課（☎青森
017・776・9024）

　総合市民相談

▽とき　12月１日（土）、午前10時～午後３時（正
午～午後１時を除く）
▽ところ　市民生活センター（駅前町、ヒロロ３階）
▽内容　法律、税務、金銭賃借（消費者金融）、交通事故、
相続・遺言、登記、離婚、家庭内の悩み事など
▽相談員　弁護士、税理士、人権擁護委員、行政相談
委員ほか
▽申し込み方法　弁護士との相談は予約制（先着８人）
で、11月 20 日の午前８時 30分から電話で受け付
けます。弁護士との相談以外は、事前の予約は不要で
す。
■問い合わせ・申込先　市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

　くらしとお金の安心相談会

▽とき　12月５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
※事前の申し込みが必要。
■問い合わせ・申込先　消費者信用生活協同組合青森
事務所（☎青森017・752・6755）

　第70回人権週間

　法務省と全国人権擁護委員連合会は、12月４日～
10日を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及の
ため、啓発活動を行っています。
【特設人権相談所】
▽とき　12月７日（金）、午前10時～午後３時
▽ところ　市民生活センター（駅前町、ヒロロ３階）
▽内容　いじめや虐待など、人権に関すること
▽相談員　人権相談委員
■問い合わせ先　青森地方法務局弘前支局（☎ 26・
1150）
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●人権擁護委員…人権問題で困っている人からの
相談に応じています。

　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、
人権相談を受けたり人権の考えを広める活動を
している民間ボランティアです。 
　人権擁護委員制度は、さまざまな分野の人た
ちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害さ
れないように配慮して人権を擁護していくこと
が望ましいという考えから設けられたもので、
諸外国に例を見ない制度として発足しました。
　人権擁護委員は、現在、約１万 4,000 人が
法務大臣から委嘱され、全国の各市町村に配置
されて、積極的な人権擁護活動を行っています。 
 

人権擁護委員が表彰されました

　人権擁護委員の小田桐三ツヱさんが、日ごろ
の功績をたたえられ、法務大臣から表彰され
ました。

 
○青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）では、毎
週月～金曜日の午前10時～午後５時に、常設人権相談
所を開設し相談に応じています。
○人権擁護委員は毎週金曜日、行政相談委員は毎週水
曜日に、市民生活センターでも相談に応じています。
時間はいずれも午前10時～午後３時。

　市民生活センターでは、暮らしの中で起こるい
ろいろな困り事・悩み事や契約トラブルなどに関
する相談に、次の日程で応じています。一人や家
族で抱え込まず、まずは相談してみませんか。
■問い合わせ先　市民生活センター（駅前町、ヒ
ロロ３階、☎33・5830、34・3179）

Town Information
市政情報
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　市立病院の運営に、市民の皆さんの意見を反映させ
るため、市立病院運営審議会の委員を募集します。
▽応募資格　市内に在住する満20歳以上の人（議員、
公務員、市の審議会などの委員を除く）
▽募集人員　１人
▽募集期間　11月 19日～ 12月 17日（必着）
▽任期・会議の開催など　任期は委嘱の日から2020
年８月 21日まで。会議は平日の午後に開催予定。
▽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志望動機、抱負および市立病院の利用状況や市立病
院に対する意見など（400字以内）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市立病院
のホームページに掲載しているほか、市立病院総務課
（市立病院１階）でも配布しています。なお、応募用

紙の返却はしませんので、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　市立病院総務課（〒 036・
8004、大町３丁目８の１、☎ 34・3211、ファ
ク ス 37・6367、 Ｅ メ ー ル shibyoujimu@city.
hirosaki.lg.jp、ホームページ http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/hospital/）

市立病院の運営
にあなたの声を 市立病院運営審議会の委員を募集

　市では、未婚のひとり親家庭の経済的負担の軽減を
図るため、未婚のひとり親を地方税法上の寡婦等とみ
なした上で、保育料の算定を行う「寡婦（夫）控除み
なし適用」を実施しています。寡婦（夫）控除みなし
適用に該当すると、保育料が軽減される場合がありま

す。詳しくはお問い合わせくださ
い。
■問い合わせ先　子育て支援課児
童育成係（市役所１階、☎ 35・
1131）

未婚のひとり親家庭の
「保育料に係るみなし寡婦（夫）控除」の適用

該当する人は
申請を

　小規模多機能型居宅介護とは、１つの事業所がデイ
サービスの「通い」を中心に、ショートステイの「泊
まり」、訪問介護の「訪問」の各サービスを組み合わ
せて一体的に提供する在宅介護サービスです。
　多様なサービスが定額で24時間切れ間なく提供さ
れるため、緊急時や家族の突発的なニーズにも臨機応

変に対応することができます。
　市では、平成27年度から事業所の整備を進め、今
年の８月で市内７圏域全てに事業所が整備されまし
た。サービスの詳細や利用を検討する場合は各事業所
へご相談ください。
■問い合わせ先　介護福祉課（☎40・7099）

利用希望者は
問い合わせを 小規模多機能型居宅介護事業所

圏域 事業所 住所 電話番号

１ 小規模多機能サービスまごの手 宮川３丁目 17の 7 35・3300
２ 小規模多機能型居宅介護　きらら弘前 藤野２丁目 6の 10 31・7571
３ 小規模多機能ホーム城南山崎 山崎３丁目 6の 1 87・6514
東 小規模多機能型居宅介護事業所「たんぽぽの丘」 福村字新舘添 49の 4 28・0150
西 生活支援多機能ホーム　パインの雫 一町田字浅井 440の 2 82・3200
南 小規模多機能ホーム　自由ヶ丘 金属町 5の 30 89・1600
北 小規模多機能ホーム　サンアップル 高杉字長谷野 143の 1 26・5330

※３圏域「小規模多機能ホーム城南山崎」以外は全て介護予防事業所としても指定を受けています。
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　10月 26日から 28日まで行われた「津軽の食と産業まつり」。
　消費の中心をなす「食」と地元に根付いた「産業」を紹介するこのイ
ベントでは、農産物や工芸品、日用品などを販売するブースや企業PR
コーナーなど、数多くの事業者が出展しました。
　屋外では地元の味を生かした「嶽きみ天ぷら」や「青森シャモロック
フランクフルト」の販売などさまざまな飲食店が出店し、訪れた来場者
でにぎわいをみせていました。

2018津軽の食と産業まつり

　去る7月 26 日から 28 日までの 3日間、当市と斜里
町の友好都市交流35周年の記念として企画された弘前市
民号が、斜里町を訪問しました。また、８月１日には斜里
町民号が当市を訪問。上記の「食と産業まつり」では、斜
里町の特産品の紹介・販売が行われました。津軽藩士殉難
の歴史を縁に友好を深める両市町の交流を紹介します。

斜里町民号が来弘

　８月１日、弘前ねぷたまつりに参
加するため、斜里町から町民号 40
人が当市を訪れました。
　ねぷた運行に先立ち行われた歓迎
交流会には、７月に斜里町を訪問し
た弘前市民号の参加者も出席し、思
い出話に花を咲かせていました。
　その後町民号の皆さんは、ねぷた
運行への参加や桟敷席での観覧な
ど、熱気に満ちた弘前の夜を堪能し
ていました。

流会では、記念品の贈呈のほか、ね
ぷた囃子の演奏などのアトラクショ
ンが行われました。斜里町民から心
のこもったもてなしを受けた市民号
の皆さんは、すぐにうち解けた様子
をみせ、ねぷたや地元の話題などで
盛り上がっていました。
　翌日は知床博物館を見学後、「津
軽藩士殉難慰霊祭」に参列。夜から
は「しれとこ斜里ねぷた」に参加し、
市民号のねぷたのほか、12台のね
ぷたが出陣しました。
　斜里町民の慰霊碑を守る心と、ね
ぷたに対する思いに触れ、より一層
「友好の絆」が深まった市民号の旅
でした。

　藩政時代、斜里の警備に派遣され
た津軽藩士が殉難するという悲惨な
事件がありました。この史実を知っ
た斜里町では、「津軽藩士が私たちの
町を守ってくれた」という感謝の心
と遺徳をしのんで、昭和48年に「津
軽藩士殉難慰霊の碑」を建立し、毎
年７月（今年は 27日）に慰霊祭を
行ってきました。この慰霊祭に当市
の関係者が招待されたことをきっか
けに交流が深まり、昭和 58年に友
好都市提携の盟約が結ばれました。
　その後、市町村合併により当市が
新たな自治体として歩みはじめたこ
とから平成 18 年 11 月、改めて斜
里町と友好都市の盟約を結びました。

弘前市民号　斜里町訪問

　５年ぶりとなる今回の弘前市民号
には、市民79人が参加。
　７月 26日、斜里町で行われた交

　友好都市物産コーナーでは北海道斜里
町と群馬県太田市が地元の特産品などを
販売し、普段購入することができない商
品を目当てに、開催初日から長蛇の列が
できていました。
　このほか、ロボットプログラミング体験
やステージイベントなども開催され、会
場は大いに盛り上がりをみせていました。
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ロボットのプログラミング体験

斜里町
　×　
弘前市

友好都市北海道
斜里町とのつながり

多くの来場者でにぎわう会場

斜里町の特産品販売コーナー
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みんなで力を合わせて、
冬を快適に過ごしましょう。

市では、市民の皆さんが冬を快適に過ごせるよう毎年除排雪体制
を見直し、効果的な除排雪に努めています。しかし、行政の取り
組みだけでは、市民の皆さんが満足できる成果を上げることは難
しく、皆さんの協力が必要です。

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.１１.１５　【雪処理の手引き】

雪に関する市からのお願い

●道路除雪後の家の前に残される雪について
　朝の除雪作業は、通勤・通学の混雑する時間帯の前
に終わらせるため、短時間で一斉に行いますが、除雪
後に玄関や車庫の前などに残った雪については、限ら
れた時間と現在の機械の能力からすると、市で除雪す
るには大変困難となっています。玄関や車庫の前に寄
せられた雪の処理については、市民の皆さんのご協力
をお願いします。
●自宅の屋根雪について
　自宅の屋根雪を隣の敷地や道路に落とすことは、他
人の迷惑になりますのでやめましょう。屋根雪などの
除排雪については「弘前市生活環境をよくする条例」
で規定されており、違反した場合は、指導および勧告
の対象となる場合があります。
●河川・用水路・排水路への投雪について
　河川・用水路・排水路に投雪すると、水があふれる
危険性があります。河川・用水路・排水路への投雪は
やめましょう。

消流雪溝の使用方法

▽使用方法
①凍った投雪口は、お湯で溶かしてから開ける。
②水の量を確認してから雪を捨て、雪以外のものは投
入しないようにする。
③固くて大きなかたまりは、細かく砕いてから捨てる。
④消流雪溝の内側に凍り付いた雪は、必ずかき落とす。
⑤作業終了後は、投雪口をきちんと閉める。
▽注意事項
①止水板のあるところに雪を捨てると、雪が詰まり、
水があふれて消流雪溝が使えなくなりますので、止水
板のあるところには絶対に雪を捨てないようにしま
しょう。
②歩行者や車両にも気を配り、事故のないように十分
注意しましょう。
③投雪口を開けやすくするためにビニールの袋などを
挟むと、歩行者が滑って危険ですのでやめましょう。

市民・事業者・行政の協働で
快適な雪国生活の実現を
　少子高齢化や核家族化の進展、さらには個人の生活
様式の多様化などにより、家族や地域のつながりが希
薄になっている一方で、快適な雪国生活を求める声が
多いことから、雪への取り組みについては今後も強化
していく必要があります。しかし、行政の取り組みだ

けでは、市民の皆さんが満
足できる成果を上げること
は難しく、市民および事業
者の皆さんの協力が必要不
可欠となっています。
　自助・共助の精神を持っ
て、市民・事業者・行政が
互いにそれぞれの役割を果
たし、協力して快適な雪国
生活を実現しましょう。

ルールとマナーを守りましょう

　除排雪の効率を高め、また、道路交通や除排雪作
業の安全を確保するため、次のことを守りましょう。
①路上駐車は、除排雪作業の支障となりますのでやめ
ましょう。
②道路除雪後の戸口や歩道の雪は路上に戻さず、道路
脇に積み上げておきましょう。
③敷地内の雪は、道路に出さずに各自で片付けましょ
う。
④屋根雪の道路への落雪は、交通を遮断するだけでな
く、人命にかかわることがありますので、危険な場所
は、屋根雪の落下防止の措置を講じたり、雪下ろしを
するなど、家主は十分注意しましょう。

■問い合わせ先　
道路維持課（茜町２丁目、☎32・8555）
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大学コンソーシアム
学都ひろさきシンポジウム
【私たち市民が考える健康寿命】
▽日程と内容　11月23日（金・祝）、
午後１時35分～…基調講演「いつ
食べる何を食べるか食を知る」…講
師・加藤秀夫さん（東北女子大学家
政学部長）、午後２時50分～…パネ
ルディスカッション「私たちの健康
寿命への意識改革のためには？～医
療・食・行政のコラボ～」
【６大学と学生1万人が弘前をつくる】
　地域に出て活動している学生が集
まり、ポスターセッションやステー
ジセッションを通じて日頃の活動を
紹介します。
▽とき　12月２日（日）
　　　　午後１時～４時
～共通事項～
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホール
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問大学コンソーシアム学都ひろさ
き（☎39・3160〈平日の午前８時
30分～午後５時〉）

わげものが作った
新鮮農産物即売会
　農家のわげもの（若者）が生産し
た米、野菜、りんごなどの販売や、
もちの振る舞い（午前10時30分～）
を行います。ぜひご来場ください。
▽とき　11月 23日（金・祝）
　　　　午前９時～11時30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）前庭
■問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（笠原さん、☎ 32・
1131、内線257）

第24回弘前市場まつり

▽とき　11月 25日（日）
　　　　午前７時～11時
▽ところ　弘前水産地方卸売市場
（末広１丁目、弘果総合地方卸売市
場内）
▽内容　模擬競り大会、カニの大鍋、

ジャンボアップルパイ実演即売会、
マグロ解体販売、水産物・野菜・花
などの即売会ほか
▽入場料　無料
■問弘前市場まつり実行委員会事務局
（☎27・5511）

追手門広場フリースタイル
マーケット inクリスマス
▽とき　11 月 25日、12月２日・
９日・16日の午前 10時～午後３
時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール・ロビー
▽入場料　無料
■問市立観光館（☎37・5501）

結婚したい方の交流会

　すてきな出会いをみつけません
か。 過去に結婚歴のある人も参加で
きます。
▽とき　12月１日（土）
　　　　午後５時30分～９時
▽ところ　ダイニングリゾート エ
ル・ライナー（城東北3丁目）
▽内容　ドリンクパーティー、トー
クタイム、ミニゲームなど
▽対象　弘前市他圏域７市町村に在
住・在勤する20代～ 40代の結婚
を希望する独身男女＝各20人
▽参加料　男性＝ 3,500 円、女性
＝2,500円
▽申込期限　11月22日（木）
※申し込み方法など、詳しくは市
ホームページで確認を。
■問ひろさき広域婚活支援事業実行委
員会イベント担当（田舎館村役場企
画観光課内、☎58・2111）

郷土文学館の催し

【スポット企画展 長部日出雄追悼展】
▽開催期間　12 月１日～平成 31
年１月31日
▽観覧時間　午前９時～午後５時
（最終日は正午まで。入館は30分前
まで）
【ラウンジのひととき】
▽とき　12月１日（土）
　　　　午後２時～３時

まちなかクラフト村
弘前工芸舎企画展　冬の舎
▽とき　11月 16日～23日の午前
10時～午後４時（最終日は午後３
時まで）
▽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
▽内容　暮らしを豊かに彩る家具や
器の展示・販売ほか
▽入場料　無料
■問商工政策課（☎35・1135）

鳴海要記念陶房館の催し

【雪雄子舞踏ワークショップ「花・鳥・
風になる」】
▽とき　11月 21日（水）
　　　　午後1時30分～
▽参加料　1,500円（飲み物付き）
※動きやすい服装でお越しくださ
い。
【糸・古布・絵　趣味を楽しむ二人展】
▽とき　11月 28日～12月３日の
午前９時～午後４時（最終日は午後
３時まで）
▽内容　古布を使った小物、こぎん
刺し、レース編み等の展示・販売
▽観覧料　無料
■問鳴海要記念陶房館（賀田字大浦、
☎82・2902、火曜日は休み）

 イベント
 

緑の相談所 12月の
催し

【講習会など】
●シクラメン・ポインセチアの管
理　１日、午後１時 30分～３時
30分
※事前の申し込みは不要。
●門松作り　15 日、午後１時
30分～３時 30分
▽定員　15人（先着順）
▽参加料　2,500 円（材料費）
※ 11 月 15 日～ 12 月７日に、
電話で申し込みを。
■問緑の相談所（☎33・8737）
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　津軽中部広域農道（愛称・やまなみロード）の市内十面沢か
ら鰺ヶ沢町までの区間で、雪道の通行の安全確保が困難となる
ため、12月１日から３月31日まで通行止めになります。
　この期間は主要地方道弘前鰺ヶ沢線を利用してください。
■問い合わせ先　農村整備課（市役所３階、☎40・7103）

津軽中部広域農道 冬期一部通行止め

自然環境を守るためにも、ごみなどの異物を
持ち込まないよう十分気を付けてください。

市や社会福祉協議会などの各種制度や事業  

屋根の雪下ろしボランティアを募集

　弘前市ボランティアセンターでは、右記の「除
雪支援事業」の対象世帯で、緊急性や作業の安全
性などの状況を考慮し、屋根の雪下ろしが必要・
可能と認められた場合、対象者とボランティアと
の日程や人数の調整を行い、可能な範囲で対応し
ます。
　そこで、屋根の雪下ろしに協力してくれるボラ
ンティアを募集します。個人・団体など、多くの
皆さんの申し込みをお待ちしています。
▽募集締め切り　平成31年３月 31日
■問い合わせ先　弘前市ボランティアセンター
（宮園２丁目、弘前市社会福祉協議会内、☎33・
2039）

り災証明の発行

　雪害により家屋などが損壊した場合、保険金の
請求などに必要な証明書は下記の３カ所で発行し
ます。
①弘前地区…防災安全課（市役所３階、☎ 40・
7100）
②岩木地区…岩木総合支所総務課（賀田１丁目、
☎82・3111）
③相馬地区…相馬総合支所総務課（五所字野沢、
☎84・2111）
▽必要書類　印鑑、損壊箇所が分かる写真２枚程
度（家屋などの全体と損壊箇所を写したもの）

社会福祉協議会の除雪支援事業

　弘前市社会福祉協議会では地区社会福祉協議会
と連携し、高齢や障がいなどで自ら除雪を行うの
が困難な世帯を対象に、地域住民の助け合いによ
る「除雪支援事業（ボランティア除雪）」を行っ
ています（除雪支援事業の流れは下図を参照）。
※対象世帯の玄関から道路までの通路確保の除雪
に限ります。

■問い合わせ先
●弘前地区…弘前市社会福祉協議会（宮園２丁目、
☎33・1161）
●岩木地区…弘前市社会福祉協議会岩木支部（賀
田字大浦、☎82・2353）
●相馬地区…弘前市社会福祉協議会相馬支部（五
所字野沢、☎84・3373）

各地区の社会福祉協議会が事前に調査

・対象世帯の調査と把握
・家族状況などを考慮して判断

対象となる 対象とならない

地区社会福祉協議会の
地域住民ボランティアが、
対象世帯の玄関から道路
までの通路の除雪を実施

除排雪業者へ依頼する
など、各人で対応

▽搬入期間　12月下旬～２月末
日（予定）
▽利用時間　
「樋の口町雪置き場」「悪戸雪置き
場」…午前９時～午後５時
「堀越雪置き場」…午前９時～午
後５時30分
「紙漉沢雪置き場」…午前９時～
午後４時
■問い合わせ先　道路維持課（茜
町２丁目、☎32・8555）

市内には４カ所の雪置き場があります

融雪装置設置資金貸付制度　

　取扱金融機関から
貸し付けを受けて、
敷地内に融雪装置を
新たに設置する場合、
その利子の一部また
は全部を市が負担し
ます。
■問い合わせ先　ス
マートシティ推進室
（市役所３階、☎40・
7109）

車道や歩道の雪で困っている　
　道路の種類によりお問い合わせください。
●国道７号…国土交通省弘前国道維持出張所（城
東中央５丁目、☎28･1315）
●県道…中南地域県民局地域整備部道路施設課
（蔵主町、☎32･0800）
●市道や私道など／道路の種類が分からない場合
…道路維持課（茜町２丁目、☎32・8555）

自宅の雪処理に困っている
●除排雪をお願いしたい…シルバー人材センター
に依頼（有料）
▽受付時間　午前８時30分～午後５時15分
■問い合わせ先　シルバー人材センター（南袋町、
☎36・8828）
※屋根の雪下ろしは行っていません。また、シル
バー人材センターの会員が少ない地区など、依頼
場所によっては対応できない場合があります。
●雪寄せの場所に困っている…公園や緑地も雪寄
せに活用できます。ただし、公園施設の破損防止
のため、遊具やベンチ付近への雪寄せや大型重機
などを使った雪寄せはしないでください。
■問い合わせ先　公園緑地課（下白銀町、☎
33・8739）
●雪置き場の場所を知りたい…市内４カ所に雪置
き場があります（下図参照）。

高齢や障がいなどで
敷地内の雪処理が困難
　市では、高齢者や障がい者など、自力で道路ま
での間口の除雪作業をすることが困難で、経済的
に余裕がない人からの雪処理の要望に迅速に対応
するため、地区により担当窓口を定めています。
それぞれの問い合わせ先は次のとおりです。
※車道や歩道の除雪については、左記の道路維持
課などへお問い合わせください。また、右ページ
に掲載の「社会福祉協議会の除雪支援事業」もご
覧ください。
●弘前地区…障がいのある人＝福祉政策課（市役
所１階、☎ 40・7037、40・7112）／高齢者
＝介護福祉課（市役所１階、☎40・7114）
●岩木地区…岩木総合支所民生課（賀田１丁目、
☎82・1628）
●相馬地区…相馬総合支所民生課（五所字野沢、
☎84・2113）

そのほかの雪に関する問い合わせ先
●消流雪溝・流雪溝について…道路維持課（茜町
２丁目、☎32・8555）
●雪による近隣トラブルに関する相談…市民生活
センター（駅前町、ヒロロ３階、☎33・5830）
●空き家の雪について…建築指導課（市役所４階、
☎40・0522）
●命綱・安全帯・ヘルメットの貸し出しについ
て…市民協働政策
課（市役所２階、☎
35・1664）／消
防本部（本町、☎
32・5101）

雪について、どのようなことでお困りですか？
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雪下ろし時の転落事故防止のために
　屋根の雪下ろし作業には、はしごや屋根から転落する危険を伴いますので、専門の業
者に依頼すると安心です。ここでは作業時の命綱やはしごの固定方法の参考例を紹介し
ます。

注意事項
①参考例は一般的な例であり、適用できない建物もあ
りますので、専門業者に相談してください。
②屋根や壁への金物取り付け工事には、雨漏り防止や
強度などの知識が必要ですので、 専門業者に相談して
ください。
③雪止め金具を利用する場合は、作業する斜面側に取

り付けた雪止めに結ぶ必要があります（一般的に反対
側から引っ張るのは、耐力的に弱い）。
④命綱の固定金物だけでなく、昇降用のタラップやは
しごのずれ防止金物の取り付けも、安全に作業する上
で重要です。
■問い合わせ先　建築指導課（市役所４階、☎ 40・
0522）

 

はしご

 

Ｌ形鋼

 

④ 

⑤ ⑥  

⑦ 
⑦くいなどにより、下端固定

⑥はしごのずれ防止金物取り付け

⑤壁に固定金物を取り付けし、
　ロープを結び作業

③壁の固定金物に水平にワイヤーを張り、
　ロープを取り付けし作業

④屋根昇降用タラップ

３

１

２
②雪止金物複数にロープ固定

①Ｌ形鋼を雪止金物複数に固定
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こどものまち ミニ ひろさきvol.4

　「こどものまち ミニ ひろさき」は、
子ども自身が遊びながら「まち」を
作り上げていく取り組みです。
▽とき　平成31年１月５日・６日
の午前９時30分～午後３時（予定）
▽ところ　弘前大学大学会館（文京
町）
▽対象　小学生＝250人
■問 12月６日（当日消印有効）までに、
はがき（住所・氏名〈ふりがな〉・性別・
学年・電話番号を記入）で、弘前大
学深作研究室（こどものまち ミニ 
ひろさき実行委員会宛て、〒 036・
8560、文京町１、☎39・3147）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
12月下旬に「入国セット」を送付
します。

Dr. 中路の健康講座

▽とき　11月 23日（金・祝）
　　　　午後０時30分～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　簡易身体測定、健康講座
（講師・中路重之さん〈弘前大学大
学院医学研究科社会医学講座特任教
授〉）、スタンプラリーなど
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問大人の健康力向上コンソーシアム
事務局（ウェバランス内、☎ 39・
7333）

第３回市立博物館歴史講座
▽とき　11月 25日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「元慶の乱と古代津軽」
▽講師　武井紀子さん（弘前大学人
文社会科学部准教授）
▽定員　100人（先着順）
▽受講料　無料（観覧料が必要）
▽申し込み受け付け　11 月 15 日
（木）～
■問市立博物館（☎ 35・0700、午
前８時30分～午後５時）

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

 教室・講座
 

 

▽内容　マンドリン＆ギターコン
サート
▽演奏　古川里美さん、今井正治さん
～共通事項～
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽入場料　無料（観覧料は必要）
▽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。
※事前の申し込みは不要。
■問郷土文学館（☎37・5505）

相馬で JAZZを
聴かNIGHT2018
▽とき　12月１日（土）、午後６時
～９時（午後５時30分開場）
▽ところ　中央公民館相馬館長慶閣
（五所字野沢）
▽チケット　前売り＝ 1,000 円、
当日＝1,500円（ワンドリンク付き、
高校生以下は無料）
▽チケット販売所　相馬総合支所、
JA相馬村各所、まちなか情報セン
ター
▽その他　会場内は禁煙。来場者の
投票によるりんご品評会を併催する
ほか、飲み物、軽食類などを販売。
■問相馬総合支所（☎84・2111）

こどもの森12月の催し

【自然教室「木の実の工作」】
▽とき　12月２日（日）
　　　　午前10時～正午
▽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）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽冬期開館日　毎週土・日曜日、祝
日と小・中学校の冬休みおよび春休
み期間（12月 29日～１月３日を
除く）
■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）

市民健康づくり講演会

▽とき　12 月６日（木）、午後１
時 30分～４時（受け付けは午後１

時～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽内容　「これだけは知っておきた
い健康の話」…講師・中路重之さん（弘
前大学大学院医学研究科社会医学講
座特任教授）／「誰でもできる慢性
腎臓病の予防と対策～高血圧・糖尿
病治療の重要性について～」…講師・
島田美智子さん（弘前大学医学部付
属病院腎臓内科講師）
▽定員　300人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問健康づくり推進課（☎37・3750）

harappa映画館「あゝ、荒野」
　菅田将暉とヤン・イクチュンがダ
ブル主演を務めた話題作を市内で初
上映します。
▽とき　12月８日（土）、午後０時
30分～＝「あゝ、荒野前編」、午後
３時40分～＝「あゝ、荒野後編」
※ともにＲ15＋指定。後編上映後
にシネマトークを実施。
▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペースアストロ
▽入場料　前売り券＝1,000 円／
当日券＝1,200円／学生＝500円
※前編・後編ごとに入場券が必要。
▽入場券取扱所　中三弘前店、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、■Ｅ post@harappa-h.org）
※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。

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト冬の定期公演
▽とき　12月８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　「親という二字」、「十
二月八日」など全５作品（予定）
▽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％システムの採択事業。

●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111
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なりますので、ご注意ください。
▽対象　パソコンの基本操作ができ
る市民＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、
昼食　
▽申し込み受け付け　11 月 18 日
（日）～
■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〉）

第１回高血圧市民公開講座

▽とき　12 月８日（土）、午後１
時30分～３時 40分
▽ところ　弘前大学医学部コミュニ
ケーションセンター（本町）２階
▽内容　講演①「高血圧の怖さを知
ろう」…講師・富田泰史さん（弘前
大学循環器腎臓内科教授）、講演②
「減塩の大切さを確認しよう」…講
師・佐々木都子さん（弘前脳卒中・
リハビリテーションセンター内科部
長）、講演③「弘前市の高血圧対策
について～地域における減塩の取り
組み～」…講師・三上美保さん（健
康づくり推進課保健師）、高血圧・
減塩体験コーナー
▽対象　市民＝100人（先着順）
▽参加料　無料（駐車場無料）
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学循環器腎臓内科学講座
（☎39・5057）

高岡の森弘前藩歴史館
第1回歴史館講座
▽とき　12月９日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▽ところ　高岡の森弘前藩歴史館
（高岡字獅子沢）
▽テーマ　「高照神社の文化財公開
までの歩み」
▽講師　小嶋義憲さん（元高照神社
文化財維持保存会後援会事務局長）
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
※事前の申し込みが必要。
▽無料シャトルバス　【行き】市役
所本庁舎（市民防災館玄関前）発…
午後１時 20分、岩木庁舎（正面玄
関前）発…午後１時35分／【帰り】
歴史館発…午後３時 20分、岩木庁
舎着…午後３時 30分、市役所本庁

舎着…午後３時45分
■問高岡の森弘前藩歴史館（☎ 83・
3110〈午前８時30分～午後５時〉、
11月 19日は休館日）

ベテランズセミナー

　クラシック音楽を身近に感じてみ
ませんか。
▽とき　12月 13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階大会議室
▽テーマ　「音楽のあるくらし～気
軽に楽しむクラシック～」
▽講師　今廣志さん（弘前交響楽団
指揮者）
▽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
■問 12 月 10日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所〈大字
名まで〉・氏名〈ふりがな〉・年齢・
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。

「津軽の味っこ」
伝承料理講習会
▽とき　12月 19日（水）、午前９
時30分～午後１時30分
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　おはぎ、高菜のかす汁、紅
鮭と竹の子のすし、キノコの塩辛、
きゅうりのかす漬けの調理実習
▽定員　30人
▽参加料　2,000 円（当日徴収）
▽持ち物　三角きん、エプロン
▽申し込み方法　往復はがきの「往
信用」の裏面に住所・氏名・年代・
電話番号を、「返信用」の表面に住
所・氏名を記入し、11月 24日（当
日消印有効）までに、弘前地区生活
改善グループ連絡協議会会長・清野
優美子さん（〒036・8265、下湯
口字青柳64の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
結果を 11月 27日以降に通知しま
す。
■問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（小松さん、☎ 33・
4821）

町会便り作成講座

【町会活動を上手に伝えよう！】　
　町会便りを手書きで簡単に、わか
りやすく、見栄えよく作成するため
のコツを学びます（次回はパソコン
を使用した講座を平成 31年２月に
開催予定）。
▽とき　12 月１日（土）、午後１
時30分～４時 30分
▽ところ　市役所３階会議室
▽対象　これから町会便りを作っ
てみたい人、作成の工夫に興味があ
る人
▽参加料　無料
■問 11 月 28 日まで
に、電話かファク
スまたはＥメール
（氏名・町会名を記入）で、市民協
働政策課（☎ 35・1664、■Ｆ 35・
7956、■Ｅ shiminkyoudou@city.
hirosaki.lg.jp）へ。

農家の「かっちゃ」の
漬け物教室
▽とき　12月４日（火）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）調理実習室
▽内容　ごぼうのしょうゆ漬け、白
菜とりんごの即席漬け
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　1,000 円
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん
■問 11 月 20 日～ 25 日に、直接来
館するか電話で、清水交流センター
（☎87・6611、月曜日は休み）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル2010入門講座】
▽とき　12 月５日・12日・19日
の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※エクセル 2010 以外のバージョ
ンを使っている人は操作方法が異

ミニ門松作り教室

　不要になったわらや竹、畳表など
を再利用して制作します。
▽とき　12月 22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組（１人での参加も可。
制作は１組１基まで。初めて参加す
る人を優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、汚れても
いい服装
▽申し込み受け付け　12 月９日
（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〉、月曜日は休み）

子どもミュージカルクラブ
短期集中講座
▽とき　12月 25日～27日、平成
31年１月４日～６日の午後１時～
２時30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　ミュージカルの基礎練習
▽講師　清水知子さん、前田美代子
さん（情報ネットワークグループ「リ
エゾン」）
▽対象　市内の小学校３年生～中学
生＝20人
▽参加料　1,000 円
※応募者が少ない場合は開催しない
ことがあります。
■問 12月８日までに、直接来館するか、
はがき、ファクスまたはEメール（住
所・氏名〈ふりがな〉・性別・電話番
号・学校名・学年・保護者氏名・活
動を通して目指したい姿を記入）で、
中央公民館（〒 036・8356、下白
銀町 19 の ４、☎ 33・6561、 ■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

アロマせっけん作り体験教室

▽とき　平成31年１月 11日（金）
　　　　午後１時30分～３時
▽ところ　鰐 come（大鰐町大字大
鰐字川辺）研修室

▽対象　弘前市他圏域７市町村に在
住する小学生＝30人程度
※小学校３年生以下は保護者同伴。
▽参加料　800円
▽申し込み方法　12月 14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学年・年齢、④保護者氏名、
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、12月21日に結果を通知します。
■問津軽広域連合「アロマせっけ
ん作り体験教室係」（〒 036・
8003、駅前町９
の20ヒロロ３階、
☎ 31・1201、
■Ｅ r e n g o u @
tsugarukoiki .
jp）

高齢者健康トレーニング教室

　６種類のトレーニングマシンを
使った軽い負荷による運動プログラ
ムです。専門のスタッフがサポート
しますので、健康増進、介護予防に
ご利用ください。
▽とき　毎週月曜日～土曜日の①午
前８時50分～、②午前９時50分
～、③午前10時 50分～、④午後
１時40分～、⑤午後２時40分～、
⑥午後３時 40分～（いずれも 40
分程度）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階高
齢者健康トレーニング教室
▽利用期間　平成 31年１月～６月
（週１回。利用開始から最長６カ月間）
▽対象　65歳以上の市民＝100 人
▽申し込み方法　12月７日（必着）
までに、往復はがき（住所・氏名・
年齢・電話番号・利用希望曜日と利
用希望時間〈第１希望から第３希望
まで〉を記入）で申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定（新
規利用者を優先）。12月中旬以降、
結果を郵送します。教室は、ヒロロ
のほか、ロマントピア（水木在家字
桜井、☎ 84・2236）や温水プー
ル石川（小金崎字村元、☎ 49・
7081）でも実施しています。詳し
くは各教室に問い合わせを。
■問高齢者健康トレーニング教室
（〒036・8003、駅前町 9 の 20、
☎ 35・0161）

 

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。
◎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。

内　科
12／2 五日市内科医院
（植田町）

☎35・4666

9 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37・2070

16 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 伊東内科・小児科クリニ

ック（元長町）
☎32・0630

耳鼻咽喉科・眼科
12
 ／16

坂本耳鼻咽喉科医院
（南瓦ケ町）

☎33・6373

24 あらいこどもクリニッ
ク／眼科クリニック
（城東中央４）

☎27・2233

31 福島耳鼻咽喉科
（百石町）

☎32・5032

おおた眼科（駅前町） ☎38・2333

歯　科
12／2 野村歯科医院（西川岸町）☎32・8695
9 ほくおう・歯科医院
（北横町）

☎33・4618

16 大町歯科医院（大町３）☎31・7275
23 城西歯科クリニック
（五十石町）

☎33・6680

24 さくらデンタルクリニ
ック（城東北３）

☎26・1188

30 三和歯科クリニック
（中野４）

☎87・7070

31 松野歯科医院
（上瓦ケ町）

☎37・8148

関歯科医院（和泉１） ☎26・2789

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  172,447人　   （－    103）
　 男　　  79,010人　   （－              61）
　 女　　  93,437人　   （－              42）
・世帯数　 71,891世帯   （＋              47）
平成 30年 10月１日現在（推計）



ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.１１.１510 11

 

 

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

ファイナンシャルプランナー
による無料納税相談
▽とき　12 月６日・13日・27日
＝午前 11時～正午、午後３時～４
時／ 12 月 20日＝午前 11時～正
午、午後３時～４時、午後６時～７
時／ 12 月 23日＝午前 11時～正
午、午後２時～３時
▽ところ　収納課（市役所２階）
▽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）
▽対象　市税などを滞納している人
▽申し込み方法　11 月 30 日まで
に、電話または収納課窓口で申し込
みを。
■問 収 納 課（ ☎ 40・7032、40・
7033）

三大地区空き家対策講座・
個別相談会
　今年度市内 13地区で開催してい
ます。地区に住んでいる人であれば
誰でも参加できますので、気軽にお
いでください。
▽とき　12 月９日（日）、講座＝
午後２時～３時／相談会＝午後３時
～４時
▽ところ　取上公民館（取上３丁目）
▽対象　三大地区の居住者
▽参加料　無料
※講座は事前の申し込みは不要。個
別相談希望者は、11 月 30 日まで
に、申し込みを（当日参加も可）。
詳しくは、三大地区の回覧板か、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（☎
40・0522）

女性のための合同企業説明会
▽とき　12月５日（水）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　①企業ブース（15社を予
定）、②ハローワークマザーズコー
ナー、③保育園相談、④福祉・保育
のお仕事相談、⑤個別相談会、⑥好
印象のビジネスメイク講座（定員＝

民生委員活動啓発セミナー
　民生委員・児童委員の活動に理解
を深めてみませんか。
▽とき　12月６日（木）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽内容　制度説明、ＤＶＤ上映、活
動報告
▽参加料　無料
■問 11 月 30 日までに、福祉政策
課（☎ 40・7037）または青森県
社会福祉協議会生活支援課（☎青森
017・723・1391）へ。

郷土文学館来館記念グッズ
（クリアファイル）販売
▽大きさ　Ａ４サイズ
▽デザイン　一戸謙三の方言詩「弘
前（シロサギ）」
▽作画　
工藤哲彦さん
▽販売価格　
１枚200円
■問 郷土文学館
（☎37・5505）

防災行政無線の試験放送

　地震や武力攻撃などの発生時に備
え、情報伝達試験を全国一斉に行い
ます。当市では防災行政無線を使っ
て試験放送をします（サイレンは鳴
りません）。今年度は計４回の試験
が予定されており、今回は第３回目
です。
▽放送日時　11月 21日（水）
　　　　　　午前11時ごろ
※気象状況等によっては中止するこ
とがあります。
■問防災安全課（☎40・7100）

高岡の森弘前藩歴史館臨時休館

　館内の展示替え作業のため、次の
期間は休館となります。
▽期間　11月 26日～ 12月６日
■問高岡の森弘前藩歴史館（☎ 83・
3110）

各回 15 人）、⑦プロによる証明写
真撮影会（定員＝ 20 人）、⑧よく
わかる！履歴書のポイント講座
▽対象　就職を希望している女性
▽参加料　無料
※⑥、⑦は予約可。
■問青森県子育て女性の就職応援事業
事務局（JMTC内、☎フリーダイヤ
ル0120・973・511）

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
校の同窓会に市職員が参加し、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。
【聖愛高校・弘前学院校友会同窓会】
▽とき　12 月１日（土）、午前 11
時 30分～午後２時 30分（受け付
けは午前11時～）
▽ところ　アルカディア市ケ谷（東
京都千代田区九段北）私学会館
▽申し込み期限　11月 26日（月）
■問弘前学院校友会事務局（安藤さん、
☎東京03・5608・8466）

青森暮らしセミナー 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　12月９日（日）
　　　　午後３時30分～８時
▽ところ　東京交通会館（東京都千
代田区有楽町）８階ふるさと回帰支
援センターセミナースペースＡ
■問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　12月 15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１時間30分程度。
▽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

※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。

教室名 とき ところ 内容 定員・対象 参加料 問い合わせ・申込先

①スロージョギ
ング教室

12月1日～22日の毎週
土曜日、午後1時30分～
2時45分

金属町体育
センター

簡単なウォーミングア
ップ運動、スロージョ
ギングの走り方など

市民＝10人
程度 無料

11月25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）
（※ 1）（※ 2）

②はるか夢球場
ポジティブフィ
ットネス教室
（ピラティス）

12月 3日～ 3月 18日の
毎週月曜日（12月 24日、
1月 14日、2月 11日を
除く）、午後2時～ 3時

はるか夢球
場（豊田2
丁目）２階
多目的室３

体のゆがみを修正し、
筋トレとストレッチを
組み合わせた体幹運動

18歳以上の
市民＝各回
12人

1回 500
円（全
12回参
加の人は
5,500
円）

事前に、弘前市運動公園
（☎27・6411、■F 27・
6416、■E unkou@
hirosaki-taikyo.com）
へ。
※ヨガマットの持参を。

③はるか夢球場
ポジティブフィ
ットネス教室
（体引き締めヨ
ガ）

12月 4日～ 2月 26日の
毎週火曜日、午後 2時～
3時

深い呼吸と適度な筋ト
レで体の基礎代謝を上
げる運動

④はるか夢球場
ポジティブフィ
ットネス教室
（リフレッシュ
ヨガ）

12月 5日～ 2月 27日の
毎週水曜日、午前 10 時
30分～11時 30分

呼吸とストレッチでリ
ンパの流れや血行を促
進させ、緊張をリラッ
クスさせる運動

⑤いきいき体操
教室

12月12日～3月20日の
毎週水曜日、午後1時30分
～2時30分

市民体育館
（五十石町）

有酸素運動と簡単なス
トレッチ体操 市民＝12人 無料

11月25日（必着）までに、
市民体育館（〒036・
8362、五十石町７、☎
36・2515）
（※ 1）（※ 2）

⑥温水プール石
川～健康サポー
ト教室

12月 11日・18日の午
後２時～３時

温水プール
石川（小金
崎字村元）

脳の活性化プログラ
ム、シニア向けの簡単
なエアロビクスなど

65歳以上の
市民＝各25
人

無料
11月15日から、温水プ
ール石川（☎49・7081）へ。
（※２）

⑦ふれあい高齢
者グラウンド・
ゴルフ親善大会

１月26日（土）
午前９時～午後５時

克雪トレー
ニングセン
ター（豊田
２丁目）

18ホール、個人戦・
団体戦

60歳以上の
市民で構成
されたチー
ム（１チーム
６人）＝36
チーム

１チーム
2,000円

12月４日～７日に、参加
料を添えて弘前市社会福祉
協議会（古澤さん、　☎
33・1161）へ。

各種スポーツ・体操教室

ポートセンター
※ 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 12 月 11 日までに、所定の申
込書に必要事項を記入し、ファク
スかＥメールで、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）へ。

灯油などの流出事故にご注意を

　例年冬期になると、家庭や事業所
から灯油などを流出させる事故が多
く発生しています。油流出事故が発
生すると、側溝や水路を通じ、河川
に流れ出ることもあり、水道水の取
水や川の生き物など下流域全体に悪
影響を与えます。また、事故の処理
にかかった費用は、原因者が負担す

る場合もありますので、事故を未然
に防ぐためにも、次のことを心掛け
ましょう。
①燃料タンクからポリタンクなどに
小分けにするときは、最後までその
場を離れない。／②燃料タンクの配
管を除雪機などで傷つけないよう、
積雪時でも配管の位置が分かるよう
に目印を付ける。／③燃料の減り具
合が早いときや、燃料タンクの周囲
で油のにおいがするときは、油が漏
れていないか調べる。／④燃料タン
クの周りに防油堤を設ける。
　万が一、油が漏れた場合は、決し
て中和剤や洗剤などは使わずに、速
やかにご連絡ください。
■問環境管理課環境保全係（町田字筒
井、☎ 36・0677）／消防本部予
防課（☎ 32・5104）／県土整備
部河川砂防課企画・防災グループ（☎
青森 017・734・9662） ／ 中南
地域県民局地域整備部河川砂防施設
課（☎34・1283）

指名手配被疑者の検挙に
ご協力を
　平成 30 年８月末現在、全国の
警察から指名手配されている人は、
660 人に上っています。これらの
被疑者は、殺人・強盗などの凶悪事
件のほか、暴行・傷害・窃盗・詐欺・
横領などの事件に関して手配されて
おり、再び犯行を起こす恐れがあり
ます。
　警察では、11月中に全国警察の
総力を挙げて追跡捜査を行い、早期
検挙に取り組んでいます。
　指名手配被疑者の発見に向けた捜
査活動には市民の皆さんの協力が必
要です。指名手配被疑者によく似た
人を見掛けたといった情報など、ど
んなささいなことでも結構ですの
で、警察に通報してください。
■問弘前警察署刑事第一課刑事総務係
（☎32・0111〈内線 332〉）

 その他
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■問い合わせ先　アプリに関すること…ホープ（☎福岡 092・716・
1404）／広報ひろさきに関すること…広聴広報課（☎35・1194）

○○市に引っ越してきたら

○○市に引っ越してきたら

ようこそ〇〇市へ！

※アプリは無料ですが、通信費は利用者の負担となります。ま
た、アプリ閲覧中は広告が表示されますが、その内容に弘前市
は一切責任を負いません。操作方法など、詳しくはホープへお
問い合わせください。

　いつでも、どこでも「広報ひろさき」を見ることができる無料アプリ、「マ
チイロ」で情報収集してみませんか。
【「マチイロ」の主な特徴】
◎最新号が発行されると、アプリにお知らせが届きます。
◎ページめくりや拡大縮小なども簡単にできます。
◎範囲を指定して画像を保存したり、メールへの添付、SNSサービスへの
投稿も可能です。
◎全国約 700の自治体が導入しているので、皆さんにとってゆかりのある
まちの広報誌も見られるかもしれません。

広報ひろさき
を

スマホで見よ
う！

　年齢を問わず誰もが安全に楽しく遊ぶことができる、
優良玩具の展示・遊び体験・販売、ワークショップなど
を開催します。
▽とき　12月１日の正午～午後５時
／２日の午前10時～午後４時
▽ところ　３階イベントスペースほか
▽参加料　無料（一部有料）
※事前の申し込みは不要。
■問い合わせ先　駅前こどもの広場（☎35・0156）

グッド・トイ2018in ひろさき
生涯木育 -子どもからお年寄りまで -

エンターテイメントフェスティバル2018

　一流の振付師たちが県内のダンサーと作り上げた極上
のダンスショーです。
▽とき　11月 25日（日）、昼公演…午後１時～３時／
夜公演…午後５時～７時（各回30分前開場）
▽ところ　４階市民文化交流館ホール
▽入場料　2,500 円
▽チケット取扱所　ヒロロ（１階インフォメーション、
３階市民文化交流館窓口）、まちなか情報センター
■問い合わせ先　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〉）

　１万個の紙コップを積んだり並べたりして高い塔や町
をつくります。パパだからこそできるダイナミックな遊び
のコツを楽しみながら学びませんか。
▽とき　12月15日（土）、午前10時～正午
▽ところ　３階イベントスペース
▽講師　髙阪麻子さん（愛知県児童
総合センター）
▽対象　未就学児とその父親＝20
組（先着順、託児は15人まで）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問い合わせ先　駅前こどもの広場（☎35・0156）

パパラボあそび研究所 vol.3
～つんでつくろう！紙コップランド～

おおきなだっこで絵本の時間
～パパ！じぃじ！これ読んで～

　子どもや孫と一緒に絵本を楽しむための、絵本の選び
方や読み方などをアドバイスします。
▽とき　12月９日（日）、午後１時30分～２時 30分
▽ところ　３階こども絵本の森おはなしコーナー
▽講師　髙嶋敬子さん（JPIC読書アドバイザー）
▽対象　読み聞かせに関心のある男性＝10人
▽申し込み受け付け　11月 20日（火）～
■問い合わせ先　こども絵本の森（☎35・0155）

ヒロロスクエアのイベント家族で楽しめる
イベントいっぱい
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