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「話題」と「笑顔」を届ける総合情報誌　広報ひろさき
「広報ひろさき」録音版を希望する人は広聴広報課（☎ 35・1194）までお知らせください。
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　４月は、統一地方選挙が執行されます。県議会議員選挙
は３月 29 日に告示され、４月７日が投票日、市議会議員
選挙は４月 14 日に告示され、４月 21 日が投票日になり
ます。私たちの声を県政や市政に反映させるための最も身
近で大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。
▽投票時間　午前７時～午後８時（一部の投票所は午後６
時まで／共通投票所〈ヒロロ〉は午前９時～午後８時）
　今回の選挙は、投票用紙に「候補者氏名」を記載して投
票します。
■問い合わせ先　選挙管理委員会事務局（市役所６階、☎
35・1129）
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投票期間

県 議 会 議 員 選 挙

３ 月30日（土）～４月６日（土） ４月３日（水）
～５日（金）

市 議 会 議 員 選 挙

４ 月15日（月）～20日（土） ４月17日（水）
～19日（金）

投票場所
弘前市役所
（上白銀町）
１階市民ギャラリー

岩木庁舎
（賀田１丁目）

１階

相馬庁舎
（五所字野沢）
交流コーナー

総合学習センター
（末広４丁目）
１階中会議室

ヒロロ（駅前町）
３階

多世代交流室２

弘前大学
（文京町）
総合教育棟１階

投票時間 午前８時 30分
　　～午後８時 午前８時 30分～午後６時 午前 10時

～午後８時
午前 10時
～午後５時

注意事項

①住んでいる地域に関係なく、上記のどの投票所でも投票することができます。
②受け付けの際、投票所に当日行けない理由について「宣誓書」を提出してもらいます。「宣誓書」は各人
の投票所入場券の下部にある「期日前投票宣誓書兼請求書」欄に記入するか、各期日前投票所の受付にも用
意しています。　
③投票所によって投票期間および投票時間が異なりますので、注意してください。
④投票所入場券が届いている場合は、持参してください。
⑤弘前大学には投票者用の駐車場がありませんので、ご了承ください。
⑥ヒロロスクエアで投票する際はヒロロ駐車場（1時間無料）をご利用ください。
⑦各選挙の期日前投票の開始後に18歳の誕生日を迎える人は、投票方法が異なる場合があります。詳しく
は選挙管理委員会へ問い合わせを。

期 日 前 投 票

 
市政情報
Town Information

 ■市外から転入した人

 平成30年12月28日ま
でに転入届を出した人 弘前市で投票できます

 
平成31年１月４日以降
に県内の他市町村から
転入届を出した人

前住所地の市町村で投
票できます（※①）

 
平成31年１月４日以降
に県外から転入届を出
した人

投票できません

 ■市内で転居した人

 平成31年３月20日ま
でに転居届を出した人

現在の住所地の投票所
で投票できます

 平成31年３月21日以
降に転居届を出した人

転居前の住所地の投票
所で投票できます

 ■市外へ転出した人

 
平成30年12月７日～
28日に県内の他市町村
へ転出した人

転出先の市町村へ転入
届を出した日によって
投票できる市町村が異
なります

 
平成30年12月29日以
降に県内の他市町村へ
転出した人

弘前市で投票できます
（※①）

 ４月７日までに県外へ
転出した人 投票できません（※②）

 

 ■市外から転入した人

 平成31年１月13日までに転入届を出した人 投票できます

 平成31年１月14日以降に転入届を出した人 投票できません

 ■市内で転居した人

 平成31年４月８日までに転居届を出した人
現在の住所地の投票所
で投票できます

 平成31年４月９日以降に転居届を出した人
転居前の住所地の投票
所で投票できます

 ■市外へ転出した人

 ４月21日までに市外へ転出した人 投票できません（※③）
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住所の異動と投票の可否

※①  「引き続き青森県内に住所を有する旨の証明書」
または各投票所で「引き続き青森県内に住所を有するこ
との確認」（確認がとれるまで少し時間がかかります）が
必要となります。
「引き続き青森県内に住所を有する旨の証明書」は最寄
りの市役所、町村役場の住民基本台帳担当課で発行しま
す。弘前市では市民課窓口（市役所・岩木支所・相馬支所・
学習センター・ヒロロ）で発行します。
※② ３月30日以降に転出予定の人は、期日前投票がで
きる場合があります。詳しくは問い合わせを。
※③ ４月15日以降に転出予定の人は、期日前投票がで
きる場合があります。詳しくは問い合わせを。

【選挙資格】
●県議会議員選挙
▽年齢要件　平成13年４月８日までに生まれた人
▽住所要件　平成30年 12月 28日以前から引き続
き弘前市に住んでいる人
●市議会議員選挙
▽年齢要件　平成13年４月 22日までに生まれた人
▽住所要件　平成 31年１月 13日以前から引き続き
弘前市に住んでいる人
※「住所の異動と投票の可否」は３ページの表を参照
してください。
【投票所入場券】
　県議会議員選挙は３月20日現在、市議会議員選挙
は４月８日現在の住所で作成し郵送します。圧着式の
はがき１枚につき２人分まで印刷しています。入場券
のバーコード部分は切り取らずに持参してください。
万が一、入場券が届かなかったり、紛失したりした場
合でも投票できますので、投票所の係員に申し出てく
ださい。
【期日前投票】
　仕事や用事などで投票日に投票できない人は、３
ページの表のとおり期日前投票ができます。
　期日前投票を行うためには受け付けの際、法令によ
り「宣誓書（投票日当日に投票所へ行けない理由など）」
の記入・提出が必要です。「宣誓書」は投票所入場券
の「期日前投票宣誓書兼請求書」欄に記入するか、各
期日前投票所の受付にも用意しています。
【共通投票所】
　ヒロロに共通投票所を開設します。投票日当日（4
月７日・４月 21日）に投票する人は、投票所入場券
に記載している指定投票所または共通投票所のどちら
かで投票ができます。
　共通投票所の投票時間は午前９時から午後８時まで
です。ぜひご利用ください。
【滞在地での投票】
　仕事や用事などで投票日に市外に滞在している人で、
期日前投票もできない人は、不在者投票ができます。
　不在者投票を希望する人は、「不在者投票請求書兼
宣誓書」に必要事項を記入の上、請求手続きをしてく
ださい。「不在者投票請求書兼宣誓書」は、選挙管理
委員会事務局および岩木・相馬総合支所の同事務局分
室に用意しているものを使うか、市のホームページか
らダウンロードすることもできますのでご利用くださ

い。郵送や代理人による手続きも可能です（ファクス
やＥメールは不可）。
　手続きをした人には、滞在地へ投票用紙などを郵送
しますので、滞在地の選挙管理委員会で投票してくだ
さい。
　なお、郵送期間の関係上、早めに手続きや投票をし
てください。
【在宅投票】
　重度の身体障がい者などで、「郵便等投票証明書」
を持っている人は、自宅で郵便などによる不在者投票
ができます。
　該当する人は、①介護保険の被保険者証の要介護状
態区分が要介護５の人、②身体障害者手帳か戦傷病者
手帳を持っている人で両下肢・体幹・移動機能の障が
い程度が１級か２級の人、③心臓・腎臓・呼吸器など
の内臓機能の障がい程度が１級か３級の人、④免疫・
肝臓の障がい程度が１級から３級までの人などです。
　「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人で、
新たに交付を希望する人は、身体障害者手帳または戦
傷病者手帳、介護保険の被保険者証を持参し、選挙管
理委員会事務局で手続きをしてください（代理人によ
る手続きも可）。
▽請求期限
●県議会議員選挙＝４月３日（水）
●市議会議員選挙＝４月17日（水）
【選挙公報】
　県議会議員選挙・市議会議員選挙とも、候補者の経
歴・政見を掲載した選挙公報を各世帯へ配布します。
　また、市役所、岩木・相馬庁舎、各出張所などの公
共施設にも備えますのでご利用ください。
▽配布期間
●県議会議員選挙＝３月31日～４月５日
●市議会議員選挙＝４月16日～ 20日
【投票所の変更】
　投票所がこれまでと変更になることがあります。投
票所入場券の投票所名をよく確かめてから、投票にお
出掛けください。

前回までの投票所 今回の投票所

旧百沢小学校 百沢担い手センター
（百沢字笹平）

【投票所変更箇所】

県議会議員選挙（４月７日）・市議会議員選挙（４月21日）4月は統一地方選挙

開設日
県議会議員選挙 ４月７日（日）※投票日当日

市議会議員選挙 ４月21日（日）※投票日当日
投票場所 ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室２ 投票時間 午前９時～午後８時

注意事項 ①住んでいる地域に関係なく、どなたでも投票ができます。
②投票の際はヒロロ駐車場（1時間無料）をご利用ください。

共 通 投 票 所
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スポーツ功労賞
　スポーツ選手または団体を指導育
成し、体育・スポーツの普及振興に
顕著な功績をあげた人に贈られます。
◎棟方健紀さん（弘前体操連盟副会
長）
◎藤本一さん（弘前市ソフトボール
協会副会長）
◎一戸兼一さん（弘前水泳協会会長）
◎前田正寿さん（弘前剣道連盟副会
長）

スポーツ栄誉賞

◎髙橋克徳さん（弓道）
◎阿部昂平さん（スキー）

スポーツ大賞

◎種市裕紀さん（陸上）
◎奈良岡翠蘭さん（陸上）
◎樋口遼さん（水泳）
◎相馬瑠來さん（一輪車）
◎棟方翔也さん（一輪車）
◎田中伶旺さん（一輪車）
◎豊田児童センター一輪車クラブ
「TOYODA」（一輪車）
◎豊田児童センター一輪車クラブ
「TOYODA．Jr」（一輪車）

スポーツ優秀賞

◎佐藤楓汰さん（相撲）
◎川崎弘貴さん（水泳）

◎福眞瑠菜さん（ボクシング）
◎藤原優大さん（サッカー）
◎齋藤ともさん（剣道）
◎念代朋哉さん（パワーリフティン
グ）
◎対馬岳斗さん（空手道）
◎齋藤健太郎さん（空手道）
◎南木岳司さん（スキー）
◎平井翔さん（スキー）
◎奥沢海砂さん（陸上）
◎木立夢優人さん（陸上）
◎古山七斗さん（一輪車）
◎西谷太希さん（一輪車）
◎北山光咲さん（一輪車）
◎尾﨑麗羽さん（一輪車）
◎鎌田菜乃さん（一輪車）
◎豊澤賢也さん（一輪車）

平成 30年弘前市スポーツ賞
功績をたたえて

　弘前市スポーツ賞は、長年にわたり、体育・スポーツの普及振興に努めた個人や団体、全国のスポーツ大会などで優秀
な成績を収めた人などを表彰するものです。
　２月21日に表彰式典が行われ、受賞者・受賞団体に賞状と盾が贈られました。
　平成30年の各賞の受賞者・受賞団体を紹介します。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎40・7115）

◎弘前聖愛リトルシニア（野球）
◎東奥義塾高等学校女子剣道部（剣
道）
◎弘前ラージボール卓球協会（ラー
ジボール卓球）

スポーツ敢闘賞

◎棟方聖蓮さん（相撲）
◎舘田真和さん（卓球）
◎下山紗生さん（スキー）
◎豊澤実優さん（ウエイトリフティ
ング）
◎神田湧之介さん（弓道）
◎佐藤和円さん（柔道）
◎藤本智朗さん（柔道）
◎中畑翔さん（ボクシング）
◎浜田大護さん（ボクシング）
◎鈴木彩未さん（バドミントン）
◎對馬杏菜さん（バドミントン）

◎林里姫さん（バドミントン）
◎大髙優良さん（バドミントン）
◎石澤美菜海さん（陸上）
◎工藤美紗さん（陸上）
◎土田大雅さん（陸上）
◎成田円馨さん（陸上）
◎斎藤翔太さん（陸上）
◎奈良岡鉄平さん（陸上）
◎前田埜々香さん（空手道）
◎齋藤琉之介さん（空手道）
◎越翼さん（空手道）
◎松﨑創太さん（空手道）
◎髙谷愛純さん（空手道）
◎横山理久斗さん（空手道）
◎成田雄斗さん（水泳）
◎能正将志さん（水泳）
◎鈴村隆介さん（水泳）
◎横山琳咲さん（テニス）
◎新川裕奈さん（テニス）
◎弘前大学柔道部（柔道）
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◎弘前大学医学部空手道部（空手道）
◎陸上自衛隊弘前（ソフトボール）
◎SHRINE．L．FC　U-18（サッ
カー）
◎ブランデュー弘前 FC（サッカー）
◎弘前ビクトリーベースボールクラ
ブ（野球）
◎弘前聖愛リトルシニア（野球）
◎弘前工業高等学校軟式野球部（野
球）
◎弘前東高等学校硬式野球部（野球）
◎豊田児童センター一輪車クラブ
「木村組」（一輪車）
◎東部児童センター一輪車クラブ
「小町」（一輪車）
◎東部児童センター一輪車クラブ
「芽吹」（一輪車）

平成 30年弘前市文化奨励賞

　弘前市文化奨励賞は、文化芸術の分野において、
優れた成績をあげた小・中学生および高校生並び
に文化部を表彰し、今後の活動を奨励するもので
す。
　２月 21日に、表彰式が行われ、受賞者に賞状
が贈られました。
　平成30年の受賞者を紹介します。
■問い合わせ先　文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）

文化奨励賞

◎小林摩弥さん（弘前市立城西小学校６年）
◎太田祥乃さん（青森県立弘前実業高等学校３年）
◎山谷琳奈さん（青森県立弘前実業高等学校３年）
◎青森県立弘前実業高等学校美術部

▲スポーツ功労賞、スポーツ栄誉賞、スポーツ大賞、スポーツ優秀賞を受賞した皆さん

功績をたたえて
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　市では、市民の皆さんにとって使いやすい公共交通
を維持するため、平成28年度から路線バスの見直し
を行っています。
　それに伴い４月１日から、路線バス福田線が廃止と
なり、乗合タクシーによる福村新里地区線の運行が始
まります。
▽対象となる地域　福田、福村、二ツ屋、新里、福田
子、田園、新高田、早稲田
▽運賃　片道150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）、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、乗合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）

路線バスから乗合タクシーへの変更路線バス「福田線」
が対象です

　水道料金・下水道使用料などの支払いについて、新
規で口座振替の申し込みをすると、抽選で景品が当た
るキャンペーンを実施します。この機会に口座振替を
ぜひお申し込みください。
▽申込期限　5月 10日（金）
▽対象　申込期限までに新規で水道料金・下水道使用
料などの口座振替の申し込みをした世帯
※現在使用中の口座の変更や、期間中に口座振替をや
めた人、納期限が過ぎている水道料金などがある人、新
規申し込み後に振替不能となった場合は対象外。
▽景品　弘前市特産品詰め合わせ（3,000 円相当）
＝100人

▽申し込み方法　預貯金通帳、届け出印鑑、「水道使
用量のお知らせ」または領収書を持参し、市内各金融
機関（農協、ゆうちょ銀行を含む）または上下水道部
お客さまセンター（市役所１階または岩木庁舎内）窓
口に備え付けの口座振替依頼書に記入の上、申し込み
を。
※口座振替依頼書は、市ホームページからもダウン
ロードできます。
▽発表　当選者の発表は景品の発送（６月下旬予定）
をもって代えさせていただきます。
■問い合わせ先　上下水道部総務課お客様サービス係
（岩木庁舎、☎55・6894）

水道料金等口座振替キャンペーン
事課（市役所２階）まで郵送または持参を（受け付けは、
土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５時）。
※必要書類や募集要項はホームページ（http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/saiyo/）
に掲載しているほか、人事課でも配布しています。
■問い合わせ・提出先　人事課人事評価担当（市役
所２階、〒 036・8551、上白銀町１の１、☎ 35・
1119）

非常勤職員募集（障がい者対象）

【平成 31 年度国民年金保険料額】
　平成31年度の国民年金保険料は、月額１万6,410
円となり、平成 30年度の保険料月額から 70円の引
き上げになります。
【国民年金保険料の納付】
　４月上旬に、国民年金保険料納付案内書（納付書）
が日本年金機構から送付されます。案内書には毎月の
保険料納付書のほか、前納や口座振替、クレジットカー
ドによるお得で便利な納付方法について記載していま
す。
■問い合わせ先　
保険料の前納について…弘前年金事務所（外崎５丁
目、☎27・1339）または国保年金課国民年金係（☎
40・7048）／口座振替の申し込みについて…口座
を開設している金融機関や郵便局、弘前年金事務所、
国保年金課国民年金係

【学生納付特例申請】
　大学、短大、専門学校などに在学する学生には、在
学期間中、保険料の納付を猶予する学生納付特例制度
があります。平成30年度分の学生納付特例の承認を
受けている人で、平成31年度以降も引き続き在学予
定の人には、はがき形式の申請書が日本年金機構から
送付されます。特例の申請をする場合は、はがきに必
要事項を記入し、返送してください。
※４月中旬を過ぎてもはがきが届かない場合は、市役
所、岩木・相馬総合支所、各出張所または年金事務所
で申請してください。なお、市民課駅前分室・城東分
室では受け付けませんので、ご注意ください。
■問い合わせ先　弘前年金事務所（☎ 27・1339）
／国保年金課国民年金係（☎ 40・7048）／岩木総
合支所民生課（☎ 82・1628）／相馬総合支所民生
課（☎84・2111）

国民年金の保険料額や納付など保険料額など
ご確認ください

　固定資産税の納税者が自己の固定資産と他の固定資
産の評価額を比較できるよう縦覧を実施します。
　市内に所有する土地の固定資産税納税者は、土地価
格等縦覧帳簿（所在・地番・地目・地積・価格を記載）
を、また、家屋の固定資産税納税者は、家屋価格等縦
覧帳簿（所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
を記載）を見ることができます。
　また、市内に土地・家屋・償却資産を所有している（１
月１日現在）人を対象とした固定資産税課税台帳の閲
覧は年間を通して有料で行っていますが、縦覧期間は
無料で閲覧できます。
　縦覧・閲覧の際は、納税者本人あるいは代理人であ
ることを確認できるもの（運転免許証、保険証、個人
番号カードなど）を持参してください。

※代理人は、納税者本人からの同意書が必要です。
▽縦覧期間　４月１日～5月 31日の午前８時 30分
～午後５時（土・日曜日および４月29日～５月６日
を除く）
▽縦覧場所　資産税課（市役所２階）、岩木総合支所
民生課（賀田１丁目）、相馬総合支所民生課（五所字
野沢）
■問い合わせ先　資産税課土地係（☎ 40・7028）・
家屋係（☎ 40・7029）／岩木総合支所民生課（☎
82・1628）／相馬総合支所民生課（☎ 84・2111、
内線 809）
※平成 31 年度の固定資産税・都市計画税の納税通
知書は、５月上旬から中旬にかけて送付する予定で
す。

土地・家屋の価格等の縦覧および閲覧資産税課からの
お知らせです

市政情報
Town Information
市政情報
Town Information
市政情報
Town Information

抽選で景品を
プレゼント

新生活は通勤・通学定期がおすすめ！

　４月から就職や進学などで始まる新生活は、さら
に広い社会へ新たな一歩を踏み出すことになり、新
しい発見があるかもしれません。これまでの自転車
や徒歩での移動に加えて、路線バスや電車など公共
交通の定期券を利用した通勤・通学はいかがでしょ
うか。
【公共交通を利用して通うメリット】
①交通事故のリスクが減る
　自動車は、交通事故のリスクが最も高い乗り物で
す。一方で、バスや電車はプロの運転手が細心の注

意を払って運行しているので、事故のリスクが格段
に低くなります。
②社会性が育まれる
　公共交通を利用すると、たくさんの人と同じ空間
を共有することになります。マナーや思いやりが不
可欠で、日常的に社会性を育む機会が得られます。
■問い合わせ先　
路線バスに関すること…弘南バス（☎ 36・
5061）／鉄道に関すること…弘南鉄道（☎　
44・3136）・JR弘前駅総合電話案内サービス（☎ 
32・1354）／その他…都市政策課交通政策推進
室（☎ 35・1124）

あなたの力を
市政のために

公共交通利用のススメ

▽採用予定　一般事務補助＝８人程度
▽応募資格　障がいに係る手帳等の交付を受けている
人
▽雇用期間　７月１日～翌年３月31日（更新の可能
性あり）
▽勤務時間　週30時間（原則）
▽受付期間　３月18日～４月 24日（必着）
▽申し込み方法　受験申込書に受験票を添付して、人
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　読者である市民の皆さんは広報ひろさきについてどう思っているのでしょうか。
これまで寄せられたご意見・感想の中から、一部を紹介します。
　広報担当では、皆さんから寄せられた意見をよりよい誌面づくりのために生かし、
今後も分かりやすく、より多くの市民の皆さんに愛され親しまれる広報誌づくりに
取り組んでいきますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。読者の声

３

●盛りだくさんの情報で、いつも楽しく見ています
●市内のすごい子どもやおもしろい子どもを紹介して
ほしい
●全体的に写真付きの記事が多く、見やすいレイアウ
トだと思います
●年配の人に配慮してもう少し字を大きくしてほしい
●市役所の中のいろいろな仕事内容や職員紹介をして
ほしい
●欲しい情報がさまざま載っていて助かります
●毎回表紙の写真に心が癒やされています
●地域おこし協力隊から見た弘前市の魅力を広報ひろ
さきで紹介してほしい

●昔の弘前市の街並みを紹介する特集をしてほしい
●子ども向けのイベントが掲載されているため、いつ
もチェックして出かけています
●外国人観光客が増えてきているので、日常で使える
英会話コーナーを設けてほしい
●弘前の散歩道を紹介してほしい
●市内のコーヒーショップやアップルパイなど、おす
すめのお店を紹介してほしい
●町会の活動状況を紹介してほしい
●カラー写真が多くなり見やすくなりました
●暮らしの information では参加できるイベントが
ないか外出のヒントにしています

ｈｉｒｏｓａｋｉ
「話題」と「笑顔」を届

ける総合情報誌　広報ひ
ろさき
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「広報ひろさき」録音版
を希望する人は広聴広報

課（☎ 35・1194）までお
知らせください。

特 集

私らしく
輝けるまち

　広報ひろさきは、市民の皆さんと行政をつなぐ重要
な懸け橋として、行政情報をはじめとする身近な情報
をお届けしています。発行は、1日号と 15日号の月
2回で、各町会を通じて配布。町会には、発行日の2
日前にはお届けしていますので、早期の配布にご協力
ください。なお、アパートやマンションなどで、管理
人や代表となる人がいて、ほかの入居者にも配布して
もらえる場合、その人にまとめて郵送しているところ
もあります。何人かで組（グループ）を作ると、代
表の人にまとめて郵送しますので、広聴広報課（☎
35・1194）へご連絡ください。
　このほか、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（カブセンター各
店、ベニーマート、マックスバリュ各店、ユニバース各
店、Uマート各店、いとく、イトーヨーカドー）、セブ
ン-イレブン各店などにも備えてあります。また、市ホー
ムページにも掲載していますので、ご利用ください。

配布について１

　県広報広聴協議会主催の平成31年青森県広報コン
クールで、昨年の「広報ひろさき」11月１日号が広報
紙部門（市部）で入選しました。また、組み写真の部で
も９月１日号が佳作を受賞しました。
　入選を受賞した 11月１日号には「農業で生きる」
と題した４ページにわたる特集記事を掲載。特集のレ
イアウトや企画内容、各コーナーの色使いや誌面構成
などが高く評価されました。

県広報コンクールで
入選

２

皆さんが普段、何気なく見ている広報誌。
ここでは、広報ひろさきのことを少し紹
介したいと思います。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎ 35・1194）

ちょっと気になる広報のはなし

昨年 11 月１日号の特集ページと 9 月１日号の組み写真ページ

　弘前マイスターは、地域産業の振興、技能・技術
の継承・発展と人材育成を図るため、次のような出
前授業を行います。授業を希望する場合はお問い合
わせください。
○学校や地域などでの技術指導
○各種団体などが主催する研修会の講師や技術指導
○講演会、セミナーなどの講師、実演など
※過年度の認定者による出前授業もあります。マイ

弘前マイスターに４人の匠を認定
　「弘前マイスター制度」は、優れた技能・技術者を弘前マイスターとして認定し、社
会的評価を高めるとともに将来の地域産業を担う後進へ技術の継承を図ることを目的と
した制度です。ここでは平成30年度に認定された４人のマイスターを紹介します。

匠の

技

平成30年度

　東京赤坂の老舗「青野」に勤務し基本を学ぶ。Uター
ンし、市内外の菓子店に勤務ののち、「あずき庵」を
開業。あずきと皮の柔らかさにこだわったどら焼きと、
熟練した技術によって包まれる大福は逸品である。菓
子組合、菓業青年会の活動でも地域に貢献している。
【勤務先：あずき庵】

スターの技術情報および派遣
申込書は市ホームページに掲
載しています。なお、依頼内容
によっては対応できない場合
がありますのでご了承くださ
い。
■問い合わせ先　商工政策課
（☎35・1135）

弘前マイスターによる出前授業

　彫刻技能は作業の速さ、完成度ともに卓越してお
り、仏像や、市内学校の石碑などを製作している。
県石工業組合連合会の理事、監事、副会長および弘
前支部長を歴任し、業界組織発展・人材育成に尽力
している。
【勤務先：亀岡石材店】
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　六花酒造の杜氏（とうじ）として全国新酒鑑評会、
インターナショナルワインチャレンジで度重なる金賞
の獲得に貢献。青森県酒造組合技術委員会の技術委員
長として県内の酒造技術の向上に寄与している。
【勤務先：六花酒造】

　くぎを一切使わず、細く切った木に溝などを施し製
作する組子の技術や知識には卓越したものがあり、同
業者からも依頼が来るほどである。市内および近郊の
文化財の建具修復に携わっている。
【勤務先：建具工芸 齊藤】
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女性に向いている？

　トマトの成長を見守ったり、黙々
と作業したり、女性はけっこう好き
な仕事ではないかと思います。
　収穫時期が終われば余裕が出るの
で、友人と出かけたり、自分の時間
も楽しんでいます。

よりおいしく　より多く

　トマトを選んだ理由は、最初に
スーパーで一番売れるのがトマトだ
と聞いたから（笑）。でもいざやっ
てみたら、私が育てたトマトをたく
さんの人が好きだと言ってくれて、
今ではそれが一番のやりがいです。
お客さんによりおいしいトマトをよ
り多くお届けできるよう、努力して
いきたいです。

せん定技術の魅力

　リンゴのせん定は、木に栄養を行
き渡らせ、おいしいリンゴをたわわ
に実らせるためのとても重要な作
業。枝の切り方によっては、木が死
んでしまうこともあります。
　しかも、リンゴの木は一本一本性
質が違うため、同じ切り方が通用し
ないことも。その畑、その木の状
況を読み取り、判断しなくてはい
けないので、とても難しい作業なん
です。
　せん定は師匠に弟子入りして教え
てもらいましたが、師匠ですらまだ
探求を続けているぐらい、実に奥深
い分野です。この先も一生をかけて
せん定の技術を習得していきたいと
思っています。

妻との出会いから農業の道へ

　私は神奈川県横浜市の出身なので
すが、弘前市でリンゴ栽培を始める
以前は、野球一本の生活を送ってい
ました。
　青森県内の大学に進学し在学中に
妻と知り合ったことから、相馬地区
にある妻の実家のリンゴ作業をよく
手伝うようになりました。都会では
味わうことのできない経験に、素晴
らしい仕事だと感じました。
　大学卒業後、岩手での社会人野球
を経て、かねてから野球の次にと心
に決めていた「農業」という道を選
択することに。住まいを弘前に移し、
妻の実家のリンゴ農家を継ぐ形で、
リンゴを育てるという仕事に就きま
した。

リンゴに、人に、
ひたむきに向き合う。

▼収穫期（９月～ 11 月ごろ）
の１日のスケジュール。収穫を
効率よく進めるため、作業前の
段取りは綿密に行う。
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915

21

作業の
段取り

収穫

コンテナの
輸送・補充

就寝
自由時間

起床・準備

農作業を手伝ってみませんか。

　県では、農業の労働力不足を踏まえ、農作業を手伝ってくれる「あおもりの農作業の上手い人たち」
を募集しています。詳しくは、県内５つの農協等が農業の求人・求職をあっせんする無料サイト「あ
おもりの農作業の上手い人たち」をご覧ください。農作業未経験者が農作業を学べる「青天農場」も
県内30か所に設置し、「あおもりの農作業の上手い人たち」の育成も行っています。
■問い合わせ先　青森県構造政策課（☎青森017・734・9463）

家族や地域との信頼

　リンゴの作業はたくさんの人手が
必要。我が家では家族と手伝いの人
と合わせて７人で作業していて、家
族の協力は欠かせません。
　横浜に住む両親も忙しい時期には
手伝いに来てくれて、今の生活を理
解し、協力してくれることに感謝し
ています。
　私がここで農業ができるのは、地
域の人たちの優しさがあってのこ
とだと、日々感じています。相馬地
区は、日頃から近所の人たちと密に
関わる機会が多く、お互い自然に助
け合うことができる地域です。こう
いう相馬地区の素晴らしいところ
を、今度は自分が後世に引き継いで
いきたいと考えています。

お客さんの「おいしい！」が
何よりの励み。

割れた実を輝かせたくて…

　栽培している「千果（ちか）」とい
うトマトは、味はいいけどすごく割
れやすい品種。栽培を始めて２～３
年は割れた実を全部捨てていて、そ
れが悲しくて悲しくて…。
　そこで４年目になる昨年、最初は
利益は出なくてもいいつもりで、割
れた実を使ったジュースを開発した
んです。県のABC（あおもり食品
ビジネスチャレンジ）相談会に参加
し、６次産業化の補助も利用して設
備を揃え、商品化できました。
　加工・販売まで手がけるのは準備
など大変な面もあって、両親にも負
担をかけていますが、お客さんの「お
いしい」の言葉に励まされて、家族
全員で頑張っています。

家族で農業に挑戦

　農業を始めたのは、ただ「楽しそ
う」という憧れからでした。会社勤
めではなく、自分で自由にできる仕
事がしたいという思いもあって。青森
県営農大学校を卒業した後、２年間
農家研修に参加して、念願のハウス
を建てました。
　家族に農業がしたいと相談した
時、父がノリノリで「いいじゃない！
俺もやるよ」と一緒に農業を始める
ことに（笑）。私が苦手なトラクター
の運転などもしてくれて、とても助
かっています。母は最初「できるわ
けない」と反対していましたが、今
では一緒に手伝ってくれています。
そんな家族の協力があって、農業が
続けられていると感じています。

舘
た て や ま

山 華
は な え

江さん (27)

平成 25 年就農（青女子）
ミニトマト農家・加工品販売

▲ミニトマト「千果（ちか）」は、
まん丸でつやのある赤色。味が
濃くて食べやすい。

▼千果 100%ジュース「トマト
のお姫様」はすっきりした甘さの
逸品。リピーターになる人も。
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起床・準備

収穫

パック
詰め

トマトの
株の管理

就寝

自由時間

▼収穫期（７月～ 11 月ごろ）
の１日のスケジュール。収穫期
は毎日休みなく働くが、冬期は
比較的ゆったり過ごせる。

▲佐久間さん一家。リンゴの収
穫時期は家族みんなで手伝う。

農産物の６次産業化を支援する

地元農産物加工
支援事業費補助金

　高い付加価値を生み出す６次産業化を図るため、農
産加工品の商品開発や販路開拓に要する経費を補助し
ています。
■問い合わせ先　農業政策課農産係（☎40・7102）

4

千果 100%ジュース「トマト
のお姫様」はすっきりした甘さの

ひろさき農業サポート情報②  あおもりの農作業の上手い人たち詳しくは 検索 

佐
さ く ま

久間 康
や す ゆ き

幸さん (39)

平成 15 年就農（五所）
リンゴ農家

QRコードから
アクセス▲

検索 

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.１１.１
　青森県構造政策課（☎青森017・734・9463）

5ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.９.１4 5ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１８.９.１

グラフ特集

「
心
じ
ゃ
わ
め
ぐ
」

 

　
　
最
高
に
熱
い
７
日
間
。

　８月1日～７日の７日間、土手町・JR弘前駅の周辺に77団体のねぷたが出陣。
三国志や水滸伝などの勇壮な武者絵が、弘前の夜を艶やかに彩りました。
　初日には、圧倒的な大きさの津軽剛情張（つがるごうじょっぱり）大太鼓が
６年ぶりに復活し、迫力あふれる音を響かせました。
　今年は計 160 万人がまつりを訪れ、参加者と観客が一体となって「ヤーヤ
ドー！」の力強い掛け声で盛り上がっていました。
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第 10 回春藤新体操クラブ
演技会
　新体操の楽しさを子どもたちが一
生懸命表現します。子どもたちのパ
ワーを感じてください。
▽とき　3 月 21 日（木・祝）、午
後４時～（開場は午後３時30分）
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）主競技場
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問春藤新体操クラブ（☎携帯090・
7068・0529）

ヒロロスクエアのイベント

【クラフトイベント「ヒロロマルシェ
～ひろまる～」】
▽とき　3月 23日（土）
　　　　午前10時～午後 3時
▽ところ　3階イベントスペース
▽内容　物作り体験（リボン・レ
ザー・刺しゅう・ハーバリウム・蜜
ろうキャンドル・レジンなど）、ハ
ンドメイド作品の展示・販売、コー
ヒー・お菓子などの販売
※事前の申し込みは不要。

【新生活スポーツトライ】
　さまざまなスポーツレクリエー
ションの体験ができます。新しい季
節にスポーツを始めてみませんか。
▽とき　3月 24日（日）
　　　　午前10時～午後 3時
▽ところ　3 階イベントスペース、
4階市民文化交流館ホール
▽内容　体験型プログラム（スポー
ツ吹き矢・加圧トレーニング・ボッ
チャ・卓球バレー・フライングディ
スク・サッカー）、教室型プログラ
ム（タヒチアンダンス・ヒップホッ
プダンス・体操・走り方・キッズチ
アダンス・キッズソフトボール・キッ
ズスナッグゴルフ）
▽対象　３歳～一般
▽参加料　無料
※教室型プログラムは、事前の申し
込みが必要（先着順）。

■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、☎

「青森の美しい村」写真展

　「日本で最も美しい村」連合に加
盟している当市岩木地区や佐井村、
田子町による合同の写真展を開催し
ます。
　県内のすてきな写真をぜひご覧く
ださい。
▽とき　３月 20日～４月３日の午
前８時 30分～午後９時（最終日は
正午まで）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階エ
スカレーター前
▽観覧料　無料
■問岩木総合支所総務課（☎ 82・
1621）

 イベント
 

　   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

35・0154〈午前８時 30分～午後
９時〉）
※イベントの詳細は、ヒロロスク
エアホームページ（http://www.
hirorosquare.jp/）に掲載してい
ます。

はこだて工芸舎「能登の工芸展」
　江戸時代から北前船の交易で東
北・北海道と縁の深い「能登の工芸
展」を開催します。輪島の漆器や珠
洲焼（すずやき）、能登上布（のとじょ
うふ）など、さまざまな工芸品を展
示・販売していますので、ぜひご来
場ください。
▽とき　３月 24日～ 31日の午前
11時～午後５時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
考古館２階ギャラリースペース
▽入場料　無料
■問はこだて工芸舎（☎函館 0138・
22・7706）

まちなかクラフト村
弘前工芸舎企画

【佐藤芳子りんご染め　十八年目の
ありがとう展】　
　津軽、岩木山、りんご、四季の移
ろいを表現した作品の展示・販売を
行います。
▽とき　４月２日～ 11 日の午前▽とき　７月27日（土）、午後５時30分～（開場は午後４時45分）

▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽入場料（全席指定）　8,000円（当日は500円増し）
※３歳以上有料（３歳未満入場不可）。前売券が完売した場合、当日券
は販売しません。
▽市民限定先行販売　３月23日の午前 10時（24日からは午前９時）
から30日の午後５時まで市民会館窓口で販売（購入の際は住所の確認
ができる身分証の提示を。枚数限定、なくなり次第終了。1人４枚まで
購入可）　
▽一般発売　４月６日（土）、午前10時～
▽入場券取扱所　市民会館、ローソンチケット（Lコード：22205）
■問 市民会館（☎32・3374、第 3月曜日は休館）

弘前市民会館自主事業　
布袋寅泰
HOTEI Live In Japan 2019

10時～午後４時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
考古館２階ギャラリースペース
▽入場料　無料
■問商工政策課（☎35・1135）

ボードゲームであそぼう！

　国内外のボードゲームを多数用意
します。参加者同士、一緒にボード
ゲームで遊んでみませんか。

▽とき　３月24日（日）
　　　　午後１時30分～３時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽参加料　無料（小学校低学年以下
は保護者同伴）
※事前の申し込みは不要。入退場自
由。
■問弘前図書館（☎32・3794）

郷土文学館スポット企画展

【生誕 110 年　今官一と太宰治の
交流】
　明治 42（1909）年に津軽で生
まれ、文学の友・心の友であった今
官一と太宰治の交流を紹介します。
▽開催期間　４月１日～６月20日
▽観覧時間　午前９時～午後５時
（入館は午後４時30分まで）
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）

▽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）

第７回世界自閉症啓発デー記念
イベント in 弘前および弘前
城天守ブルーライトアップ

　４月２日は「世界自閉症啓発デー」
です。当市では、自閉症をはじめと
した発達障がいについて、広く啓発
することを目的としたシンポジウム
と弘前城天守のブルーライトアップ
を行います。

【シンポジウム】
▽とき　４月２日（火）
　　　　午後６時～７時30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）
▽テーマ　「自閉スペクトラム症の
コミュニケーション支援～『自閉症
は津軽弁を話さない』研究から見え
てきたことばとコミュニケーション
の関係～」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学大学院医学研究科子ども
のこころの発達研究センター（☎
39・5545）
【ブルーライトアップ】
▽とき　４月２日（火）
　　　　日没～午後9時
▽ところ　弘前公園本丸
■問福祉政策課障がい福祉係（☎
40・7036）

▲展示作品一例



12 13ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１９.３.１５

●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●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 暮らしのinformation 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

するほか、ホームページ（http://
www.hirogaku-u.ac.jp/）に掲載
します。
■問弘前学院大学学務課（稔町、☎
34・5211）

弘前大学大学院人文社会科学
研究科〈市民カレッジ〉
▽とき　４月13日・14日・20日
の午前10時20分～午後５時30分、
４月21日の午前10時～午後３時
▽ところ　弘前大学地域戦略研究所
（北日本新エネルギー研究門内、青
森市松原）青森サテライト教室
▽開講科目　青森地域企業の経営戦
略 （地域企業）
▽対象　４年制大学を卒業した人＝
若干名
▽受講料　１万 1,500 円（１科目
〈90分× 15回〉あたり）
▽申し込み方法　３月 29 日まで
に、電話かEメールで申し込みを。
後日、受講申込書などを郵送します。
※弘前教室でも開講しています。授
業内容などの詳細は、ホームページ
（http://human.cc.hirosaki-u.
ac.jp/jinbun/web/daigakuin/
sidenav/aomorisatellite.html）
をご確認ください。
■問弘前大学人文社会科学部教務担当
（ ☎ 39・3941、 ■Ｅ jm3941@
hirosaki-u.ac.jp）

ベテランズセミナー

▽とき　４月 11 日（木）、午前９
時30分～ 11時
▽ところ　弘前文化
センター（下白銀町）
２階大会議室
▽内容　開講式、講
演「ちゃかしこも も

つけもみんな いいけやぐ～たのし
いふる里ことば～」
▽講師　渋谷伯龍さん（方言研究家）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　４月８日までに、
電話かファクスまたはEメール（住
所〈町名まで〉・氏名〈ふりがな〉・
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）

少年・少女発明クラブ

　科学実験や物づくり、アイデア工
作、見学などを通して、子どもたち
の夢と創造性を育てます。
▽とき　４月21日～翌年3月８日
の指定の土・日曜日（年間 20回）、
午前９時30分～ 11時 30分
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）工作実習室ほか
▽対象　市内の小学校３年生～中学
生＝36人（先着順）
▽参加料　年間4,000円（材料費・
保険料として）
▽申し込み方法　３月 30 日まで
に、はがき（住所・氏名・電話番号・
学校名を記入）で申し込みを。
■問少年少女発明クラブ事務局（福田
智好さん、〒036・8155、中野２ 
丁目 14の３、☎ 32・1667）

三省地区交流センター
「アメリカンフラワー作り講座」
▽とき　３月31日（日）
　　　　午前10時～午後 2時
▽ところ　三省地区交流センター
（三世寺字鳴瀬）
▽内容　アメリカンフラ
ワー（ワイヤと合成樹
脂を使ったアートフラ
ワー）で季節のお花（水
仙）を作ります
▽講師　石村みよしさん
▽定員　 10人（先着順）
▽参加料 　2,000 円
▽持ち物　昼食
■問３月 24日までに、三省地区交流
センター（☎ 95・3760、月曜日
は休館）へ。

弘前学院大学開放講義（前期）

　弘前学院大学では、開かれた大学
づくりの一環として、地域の皆さん
が学生と一緒に通常の講義を受講す
る「開放講義」を実施します。
▽期間　４月８日～８月７日
▽科目　日本のサブカルチャー、
ソーシャルワーク総論Ａ、医療概論
など
※１科目から受講できます。
▽受講料　無料（受講科目数にかか
わらず別途資料代2,500円が必要）
※駐車場は使用できませんので、公
共交通機関をご利用ください。
▽申し込み方法　３月19日～29日
（土・日曜日、祝日を除く）に、弘前
学院大学学務課窓口へ申し込みを。
※科目一覧・講義概要は窓口で配布

「オープンデータひろさき」
を市ホームページに移行

　市の行政データを公開している
「オープンデータひろさき」は、専
用ホームページから市ホームページ
に移行しました。今後は、市ホーム
ページ内「オープンデータひろさ
き（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/gaiyou/opendata/）」
をご利用ください。
■問企画課（☎35・1170）

４月から健康診査などの
実施期間が変わります
　市では、国民健康保険に加入して
いる 40歳以上 75歳未満の人と後
期高齢者医療制度加入者を対象に無
料の健康診査を実施しています。多
くの人に受診してもらうため、来年
度からの開始時期を早めます。対象
となる人は申し込みの上受診してく
ださい。

■問国保特定健診、国保人間・脳ドッ
ク…国保年金課国保運営係（☎
35・1116）／後期高齢者健診・
歯科検診…国保年金課後期高齢者医
療係（☎40・7046）

りんご黒星病対策を実施します

【りんご放任園緊急対策交付金】
　りんご黒星病のまん延防止を図る
ための交付金です。
▽対象　組織および運営に関する規
約がある地域の団体で、放任園の放
任樹の伐採・伐根および撤去を行う
団体
▽交付額　放任園状況調査・伐採等
に係る交渉経費＝１万 5,000 円／
放任樹処理対策経費＝４万 4,683
円（10アールあたり、放任樹の本
数により変更の場合あり）
【りんご黒星病耕種的防除対策事業】
　落葉処理や黒星病に感染した摘
果・摘葉の処理に係る人件費および
処理に要する機械借上げ料などに対
する補助金です。
▽対象　農家、農家で構成された２
戸以上の団体、農地所有適格法人
▽補助率　補助対象経費の２分の１
（面積に応じた上限あり）
■問りんご課（☎40・7105）
※この制度に関する予算について
は、３月の定例市議会で審議されま
す。予算案の可決をもって、制度を
実施します。

下水道の処理区域が
広がります
　公共下水道の処理区域が、４月１
日から広がります（対象…石川字野
崎・石川字長者森・三世寺字鳴瀬・
三世寺字色吉の各一部）。
　新たな処理区域の皆さんには、下
水道の接続などについてのお知らせ
を送付しますので、早めの水洗化に
ご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、

お問い合わせください。
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎、☎55・6895）

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
【アップルレディース】

▽活動日　毎週月・木曜日の午前
10時～ 11時
▽ところ　弘前文化センター大会議
室（変更の場合あり）
▽内容　エアロビクス
▽講師　会津孝子さん、小野郁子さん
▽募集人数　女性＝５人
▽会費　月額2,000円
▽持ち物　運動のできる服装、室内
用シューズ、飲み物、タオル
～共通事項～
▽申し込み方法　電話かファクス
（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、火曜日は休み）

有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

 その他
  

診 査 名 実施期間
国保特定健診
後期高齢者健診

４月25日
～翌年３月 15 日

国保人間ドック
４月15日

～翌年３月 15 日
※４月１日から予約
を受け付けます。

国保脳ドック ４月１日
～翌年３月 31 日

後期高齢者
歯科検診

５月１日
～翌年３月 31 日

▲手作りおもちゃ教室で記念撮影

 教室・講座
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※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（白戸さん、☎34・7834）

県営住宅などの入居者募集

　県営住宅および中所得者向けの特
定公共賃貸住宅の入居者を募集しま
す。入居条件や申し込み方法など、
詳しくはお問い合わせください。
▽募集期間　偶数月の１日から 10
日まで（土・日曜日、祝日を除く）
※県営住宅小沢団地（特定公共賃貸
住宅）は現在、常時募集中です。
■問コーポラス青森グループ県営住
宅弘前管理事務所「豊産管理」（清
野袋１丁目、☎ 31・3323〈午前
８時 30 分～午後５時 15 分〉、■Ｈ
http://www.housan.co.jp）

国家公務員（国税専門官）
採用試験
　仙台国税局では、バイタリティあ
ふれる国税専門官（大学卒業程度）
を募集しています。国税専門官は国
の財政を支える重要な仕事を担い、
税務署などで、調査・徴収・検査や
指導などを行う税務のスペシャリス
トです。
▽受験資格
○平成元年４月２日～平成 10年４
月１日生まれの人
○平成10年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 32
年（2020年）３月までに大学を卒
業する見込みの人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽申し込み方法　３月 29 日の午
前９時から４月 10 日までに、イ
ンターネット（申込専用ページ
http://www.jinji.go.jp/saiyo/

市立観光館駐車場の休場

　機械化に伴う工事などのため、次
の期間は使用できません。
▽期間　３月30日・31日
※休場中は市役所駐車場（最初の
１時間は無料、以後 30 分ごとに
100円）をご利用ください。
■問観光政策課（☎35・1128）

くらしとお金の安心相談会

▽とき　４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
※事前に電話で申し込みを。
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

まちかど広場クリーン大作戦
参加者募集
　ひろさき環境パートナーシップ
21では、市内にある各まちかど広
場を出発し、道端などに落ちている
ごみを集めながら、蓬莱広場（土手
町）を目指します。
▽とき　４月14日（日）
※雨天決行。出発場所に午前９時集
合。
▽出発場所　亀甲町広場、城北公園
交通広場（田町３丁目）、和徳十文
字広場、追手門広場（下白銀町）、
新寺町広場、下白銀町広場、松森町
ふれあい広場、弘大正門前（文京町）
のうち参加できる場所
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手、デレキ（自由）、
ごみ袋２～３枚

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弘前市民体育
館杯スポーツ鬼
ごっこ交流大会

3 月 24 日（日）
午前 9 時～正午

市民体育館
（五十石町）
競技場

1 チーム 7 人のスポ
ーツ鬼ごっこ大会

小学生＝ 126
人（１チーム
７人。個人申
し込みも可）

1 人
300 円

市民体育館
（☎ 36・2515）

②スポネット
弘前ランニング
クラブ説明会・
練習会

4 月 7 日（日）
午前 9 時 30 分～正午

青森県武道館
（豊田 2 丁目）
会議室および
運動公園周回
コース

ランニングクラブ活
動説明、運動公園周
回コースを使用した
ランニング練習

市民 無料
スポネット事務局（☎ 32・
6523）または南富田町体育
センター（☎ 34・6122）

③いつまでも健
康で！笑顔で健
康体操（前期）

4 月 8 日 ～ 9 月 30 日
の 毎 週 月 曜 日（ 全 20
回）、午前 10 時～ 11
時

弘前 B&G 海
洋センター

（八幡町１丁
目）武道館

やわらかいボールや
お手玉を使用し、音
楽やリズムに合わせ
た運動

おおむね 60
歳以上の市民
＝ 30 人

6,000 円
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎ 33・4545）④体すっきり！
ストレッチ体操
教室

4 月 12 日 ～ 6 月 28
日の毎週金曜日、午前
10 時～ 11 時

足踏み運動や、スト
レッチ体操など 市民＝ 40 人 2,750 円

⑤プールで筋ト
レ・脳トレ水中
ウォーキング教
室

4 月 9 日 ～ 26 日 の 毎
週火・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）

水中ウォーキング、
水中ストレッチ、ゲ
ームをしながらでき
る筋トレ、脳トレ

市民＝ 15 人 無料
３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）、⑥のみ（※２）

⑥チェア体操教
室

４月 10 日～５月８日
の毎週水曜日、午後０
時 30 分～１時 30 分

いすに座りながらの
ストレッチ、音楽に
合わせたリズム体操
など

市民＝ 10 人 無料

⑦ヒロロで走ろ
う！かけっこ教
室

4 月 5 日 ～ 24 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、跳ぶなどの全
身運動、用具を使用
したトレーニング

小学生＝ 20 人 無料

⑧体力づくり＆
ウォーキング教
室

① 4 月 10 日 ～ 6 月
19 日の毎週水曜日（５
月 29 日を除く）、午後
2 時～ 3 時 30 分
② 4 月 11 日 ～ 6 月
20 日の毎週木曜日、午
後 1 時 30 分～ 3 時

ヒロロ（駅前
町）3 階健康
ホール・イベ
ントスペース

ストレッチ体操、筋
トレ、障害物を使用
したウォーキング

市民＝各 15 人 無料

3 月 25 日（必着）までに、
運動公園（〒 036・8101、
豊田 2 丁目 3、☎ 27・
6411）へ。

（※１）、（※２）

⑨スポーツチャ
レンジ教室

4 月 9 日 ～ 5 月 21 日
の毎週火曜日（４月 30
日、５月７日を除く）、
午後 1 時～ 2 時 30 分

金属町体育セ
ンター体育室

ソフトバレーボール
やラージボール卓球
などの軽スポーツの
ルール説明やゲーム

市民＝ 15 人 無料

３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）

⑩～認知症を予
防しよう！～☆
楽しく健康教室
☆

4 月 11 日 ～ 6 月 20
日の毎週木曜日（５月
２日を除く）、午後 1 時
30 分～ 2 時 30 分 金属町体育セ

ンター集会室

軽いリズム体操、脳
トレなど

市民＝ 10 人
程度 無料

⑪ゆったり体力
UP ストレッチ
体操教室

4 月 13 日 ～ 7 月 13
日の毎週土曜日（４月
20 日・27 日、５月４
日を除く）、午前 10 時
30 分～ 11 時 30 分

ストレッチ体操と筋
力トレーニング 市民＝ 12 人 無料

⑫水泳教室
（平泳ぎ）

4 月 9 日 ～ 25 日 の 毎
週火・木曜日、午前 10
時～ 11 時

温水プール石
川（小金崎字
村元）

平泳ぎの基本泳法
クロールで 15
ｍ泳げる平泳
ぎ初心者の市
民＝ 15 人

無料

3 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）
⑬ゆったりヨガ
教室

４月９日の午後 1 時～
3 時／４月 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

初心者や高齢者にも
優しいヨガ（９日は
歩行測定も実施）

65 歳以上の
市民＝各 20
人（先着順）

無料
３月 15 日から、温水プー
ル石川（☎ 49・7081）へ。
９日のみ（※２）

⑭筋膜リリース
＆ストレッチ教
室

4 月 11 日 ～ 6 月 20
日の毎週木曜日、午前
10 時～ 11 時

克雪トレーニ
ングセンター

（豊田 2 丁目）
トレーニング
室

筋膜リリース、スト
レッチ、疲労回復と
バランス改善

市民＝ 12 人 無料

3 月 30 日（必着）までに、
克雪トレーニングセンター

（〒 036・8101、豊田 2
丁目 3、☎ 27・3274）へ。

（※ 1）、ヨガマット持参

⑮楽に動ける
「膝ケア」・「腰
ケア」

膝ケアは奇数月、腰ケ
アは偶数月の毎週金曜
日、①午前 10 時 30 分
～ 11 時 45 分、②午後
１時 30 分～２時 45 分

弘前文化セン
ター（下白銀
町）２階第１・
２和室

膝や腰の衰えを予防
するためのストレッ
チなど

市民＝各 15 人
（先着順）

１カ月
2,000 円

参加希望月の前月までに、
弘前地区女性会事務局（☎
31・3010、火・日曜日、
祝日は休み）へ。

⑯いきいき 3B
体操無料体験教
室

４月４日～ 25 日の毎
週木曜日、午前 10 時
～ 11 時 30 分

宮川交流セン
ター（堅田２
丁目）

ボールなどを使った
転倒やロコモ予防の
ためのバランス機能
改善運動

市民＝ 30 人
（先着順） 無料

４月３日までに、宮川交流
センター（☎ 36・2611、
月曜日は休館）へ。

（※２）

各種スポーツ・体操教室

 

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。

内　科
４／７ 小堀クリニック

（中野２）
☎32・7146

14 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37・2070

21 今村クリニック
（松原西２）

☎88・3090

28 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
４／７ 一戸眼科医院

（富田２）
☎32・3076

21 坂本耳鼻咽喉科医院
（南瓦ケ町）

☎33・6373

28 のだ眼科・血管内科
クリニック（神田３）

☎33・6611

歯　科
４／７ いちむら歯科医院

（取上２）
☎31・0756

14 中畑歯科医院
（山道町）

☎32・6650

21 弘前インター歯科ク
リニック（石川）

☎55・8214

28 石岡歯科医院
（松森町）

☎32・1078

29 やぎはしファミリー
歯科（富田町）

☎36・4180

30 くりのきデンタルク
リニック（新町）

☎88・7676

※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（希望コース名）を記入の上、各
申込先まで郵送を。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。詳しい持ち物などは問い合わせを。各自傷害
保険に加入を。

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  171,902人　   （－185）
　 男　　  78,755人　   （－　 96）
　 女　　  93,147人　   （－　 89）
・世帯数　 71,859世帯    （－ 　  23）
平成 31年２月１日現在（推計）

有 料 広 告有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

saiyo.htm） から申し込みを。
▽第１次試験日　６月９日（日）
■問仙台国税局人事第二課試験研修係
（☎仙台 022・263・1111、内線
3236）／人事院東北事務局（☎仙
台022・221・2022）
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　江戸時代のお殿様たちがどんな暮らしを
していたのか、衣・食・住に注目しつつ、
身の回りにあった調度品や書籍などの品々
を展示します。ぜひご来場ください。
▽開催期間　４月１日～７月７日
▽開館時間　午前 9 時 30 分～午後 4 時
30分
▽ところ　高岡の森弘前藩歴史館（高岡字
獅子沢）
▽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・高岡の森弘前
藩歴史館共通券 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。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
明できるものの提示を。
▽休館日　３月 18 日～ 31 日（展示替え
のため）、４月 15 日、５月 20 日、６月
17日
■問い合わせ先
高岡の森弘前藩歴史館（☎83・3110） ▲御献立（当館蔵）

高岡の森弘前藩歴史館展示

お殿様たちの暮らし

４月1日は無料公開日
　平成 30年４月 1日にオープンした高岡の森弘前
藩歴史館には、延べ 2万 677 人（２月末現在）の
人が来場しました。
　1周年を記念して４月１日（月）は無料公開しま
すので、ぜひご来場ください。
▽開館時間　午前9時 30分～午後 4時 30分
※どなたでも観覧できますが、来場者が収容人数を
超えた場合は入場を制限する場合があります。

▲御紋付梨地蒔絵鏡箱（当館蔵）

▲刀 銘於武州江戸藤原清平（当館蔵）
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