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111 広報ひろさき　２０１９.４.１５「広報ひろさき」録音版の配布を希望する人は
 障がい福祉課（☎40-7036）まで。

「広報ひろさき」をアプリで読めます！
「マチイロ」で検索 (iOS・Android 対応） 弘前市誕生

130周年

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

日にち 出発時間 出発場所

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

5日・6日 午後 7時 中央通り

7日
（なぬか日） 午前10時

松森町ふれ
あい広場交
差点

※津軽剛情張（ごうじょっぱり）大
太鼓は 1日・５日に運行するほか、
7日まで桜大通り「市民中央広場」
に展示しています。

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

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

なぬかびおくり
　なぬか日の夜に岩木川沿いに
ねぷたを並べ、炎で清め送り、
まつりのフィナーレを飾ります。
▼とき　８月７日（水）、午後
５時～８時30分（予定）
▼ところ　岩木川河川敷（岩木
茜橋近く）
※入場は茜橋側からのみ。
▼入場料　無料

ちびっ子ねぷたのお通りだい
　まつりの幕開けとして、子ど
もたちが元気な掛け声とともに
練り歩きます。
▼とき　７月 28 日（日）、午
前10時～（雨天中止）
▼運行コース　土手町倉庫→土
手町→一番町→桜大通り（解散
地点）
■問い合わせ先　弘前青年会議
所（☎34-4458）

ねぷたの運行順番
　8月1日～６日の運行順番は、
当日午後 7時ごろに弘前観光
コンベンション協会ホームペー
ジ（https://www.hirosaki-
kanko.or.jp/）に掲載します。

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

「桜ミク」ねぷたコンテスト
　弘前さくらまつり公式応援
キャラクター「桜ミク」とねぷた
まつりがコラ
ボレーション。
8 月 1 日・ ２
日に関係者が
審査します。

８月１日　～７日　

露店等の開設について
　露店等を開設する場合は、火気器具等の使
用の届け出をはじめとする各種手続きが必要
となる場合がありますのでご注意ください。

弘前ねぷたまつり
■問い合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎37-5501）

©CFM ©弘前市 ©たか丸くん

合同運行の出発時間・コース

【ねぷた運行コース】

※運行前からコースへの車両の進入
が禁止となります。
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市政情報Town Information

対象となる人は
申請を ひろさき多子家族応援パスポート

　空き家の問題は多岐にわたり、空き家の所有者
や空き家の周辺住民それぞれに抱えている問題が
あります。空き家で困っている場合は、まずは空
き家の総合相談窓口である建築指導課まで気軽に

空き家で困ったらまずはご相談くださいシリーズ④
どうする空き家 !?
空き家に関する役立つ情報を
定期的にお知らせします

　無料職業紹介所（ハローワークなど）を通して
新規作業員を雇用するりんご農家に対し、研修期
間の賃金の一部を補助します。
▼条件　70歳以下の新規作業員、青森県最低賃金
額を下回らないこと
※これまでにこの事業を活用して雇用した作業員、
直接雇用した作業員は対象になりません。
▼補助対象経費　①摘果／②袋かけ／③袋はぎ／
④葉取り玉回し／⑤収穫の５作業につき、各５日
間の研修期間分の賃金（交通費は除く）

農作業支援雇用対策事業
（スマイルアップ・ルモデル事業）

りんご農家を
支援します

ご相談ください。
　より専門的な相談や手続きが必要となる場合に
は、市と連携協定を締結している下記の専門機関
へ円滑におつなぎします。

▼補助金額　２分の１以内（上限は3,000円 /日）
▼用意するもの　申請書、領収書等給与の支払い
を証明するもの、紹介状、作業日報、通帳、印鑑。
また、作業員の住所、生年月日をお知らせください。
※作業員の住所が市外の場合は、運転免許証また
は健康保険証等の写しが必要です。申請書は、り
んご課（市役所 3階）に用意して
いますので、希望する人は連絡を。
■問い合わせ・申請先　りんご課（☎
40-7105）

ど扶養関係を証明する書類
▼対象施設　市ホームページ
内「ひろさき多子家族応援パス
ポート事業対象施設リスト」を
ご覧ください。
■問い合わせ・申請先　こども家庭課家庭給付係
（☎40-7039）

多子家族の子育てを応援するため、市の公共施
設（文化・体育・社会教育施設等）の使用料など
が無料になるパスポートを発行しています。手続
きが済んでいない人はぜひ申請してください。
▼対象者　平成13年４月２日以降に生まれた子
どもが３人以上いる家族の親子
▼申請に必要なもの　親子全員分の健康保険証な

市民の皆さんから
募集します 弘前市学校給食審議会の委員を募集

▼応募方法　「弘前市学校給食審議会委員応募申
込書」に必要事項を記入の上、郵送、ファクス、
持参またはEメールで学務健康課へ。
　なお、詳しい資料「弘前市学校給食審議会公募
委員案内書」および「応募申込書（様式）」は、
学務健康課窓口に備え付けているほか、市のホー
ムページからダウンロードできます。
※提出された応募申込書は返却しませんのであら
かじめご了承ください。
▼選考方法　書類選考で決定後、結果は応募者全
員に通知します。
■問い合わせ・提出先　学務健康課（〒 036-
1393、賀田１丁目１の１、岩木庁舎３階、☎
82-1835、 フ ァ ク ス 82-5899、E メ ー ル
gakumukenko@city.hirosaki.lg.jp）

▼応募資格　次の①～④のすべてに該当する人
①市内に居住する20歳以上の人で、市の他の附
属機関の委員に選任されていない人
②国・地方公共団体の議員・職員（退職者を含む）
でない人
③任期中２回程度、平日の日中に開催される会議
に出席できる人
④過去に弘前市学校給食審議会または弘前市学校
給食懇談会の公募委員に選任されたことのない人
▼募集人員　３人程度
▼募集期間　７月16日（火）～31日（水）
※当日消印有効。
▼謝礼など　１回の会議出席につき謝礼１万円と
交通費を支給
▼委員の任期　委嘱の日から翌年３月 31日まで

　弘前市インバウンド推進協議会では、海外向け
観光コンテンツの開発に関する新たな商品企画・
デザインなどに要する経費の一部を支援します。
▼対象者　市内で観光業、宿泊業、飲食業、旅客
運送業、レンタカー業などの観光関連事業を営ん
でいる事業者（市税等の滞納者を除く）
▼対象事業　①コンテンツ開発…商品企画、デザ
イン、ツール制作、動画制作など／②コンテンツ
宣伝…海外旅行関係者の視察旅行開催、チラシ制
作など
▼対象経費　旅費／消耗品費／印刷製本費／手数

料／筆耕翻訳料／委託料／備品購入費／その他必
要と認めるもの
▼補助率・補助限度額　補助対象経費の実支出額
の合計額の２分の１に相当する額、または 20万
円のいずれか少ない額
▼申し込み方法　８月 15日（木）までに要綱を
確認の上、申し込みしてください。事務局で審査
し、支援事業を決定します。提出書類などの詳細
は、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ・申込先　弘前市インバウンド推進
協議会事務局（国際広域観光課内、☎ 40-7017）

海外向けの商品
企画を支援します 海外向け観光コンテンツ等造成事業費補助金

相談内容 機関名 電話番号・受付期間
法律上の問題についての相談（有料） 青森県弁護士会 ☎017-777-7285

（平日の午前 9時～午後 5時）
相続、成年後見、登記についての相談
の予約受付

青森県司法書士会総合相談センター ☎ 0120-940-230
（平日の午前 10時～午後 4時）

土地・建物の表示登記、境界の調査・
測量についての相談

青森県土地家屋調査士会 ☎ 017-722-3178
（平日の午前 9時～午後 5時）

【空き家の総合相談窓口】　
建築指導課　空き家対策係（☎ 40-0522）

無料でがん検診が
受けられます

　　　  子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診
　　　  無料クーポン券を配布します

券が送付された人は、当市のクーポン券と交換が
必要ですので、お問い合わせください。
◎大腸がん検診　45 歳（昭和 49 年 4 月 1 日
～昭和 50年３月 31日生まれ）の男女で、平成
26～ 30年度に、市が実施する大腸がん検診を
一度も受けたことのない人
※対象者のうち、平成 31 年 4月 1日以降に市
が実施する大腸がん検診を受診し、費用を負担し
た人には自己負担金を助成しますので、領収書を
持参の上、申請してください。
■問い合わせ・申請先　健康増進課（保健センター
内、☎37-3750）

　がんの早期発見・早期治療につなげるため、が
ん検診の無料クーポン券を７月中に発送します。
対象者は下記のとおりです。詳しくはクーポン券
と一緒に送付するお知らせをご覧ください。
▼対象者
◎子宮頸がん検診　21歳（平成 10年 4月 2日
～平成 11年 4月 1日生まれ）の女性全員
◎乳がん検診　41歳（昭和 53年 4月 2日～昭
和 54年 4月 1日生まれ）の女性全員
※いずれも４月19日以降に弘前市に転入した対
象年齢の人は、前住所地の市町村からクーポン券
が発行されます。前住所地の市町村からクーポン

生年月日

弘前 花子 1981年6月6日 （ 37 ）歳

弘前 太郎 1979年4月4日 （ 39 ）歳

弘前 城 2013年5月5日 （ 5 ）歳

弘前 さくら 2015年7月7日 （ 3 ）歳

弘前 りんご 2015年7月7日 （ 3 ）歳

No. 9999 * * * * * * * * * * * * （ * * ）歳

２０１９年度

ひろさき多子家族応援パスポート

氏 名 (年齢)

2019/4/1 担当：こども家庭課家庭給付係　TEL：0172-40-7039
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【夜間開園】
　９月までの毎月第４土曜日に
夜間開園を行います。ライト
アップした幻想的な空間で、庭
園を散歩してみませんか。
▼とき　７月27日（土）
　　　　午後５時～８時
▼ところ　洋館（藤田謙一資料
室）、高台部、低地部
▼入園料　大人 310 円、子ど
も100円
■問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

弘前城本丸石垣修理
経過報告パネル展

　弘前城石垣解体工事で検出し
た遺構や遺物等の発掘成果や石
垣のはらみの原因など、現在の
経過状況を展示します。
▼日程など　①７月23日（火）
～８月１日（木）の午前９時～
午後９時（最終日は午後３時ま
で）／②８月２日（金）～４日
（日）の午前９時～午後９時（最
終日は午後６時まで）／③８月
５日（月）～ 16日（金）の午
前 10時～午後８時（最終日は
午後３時まで）
▼ところ　①イオンタウン弘前
樋の口、②ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース、③さくら
野百貨店弘前店（城東北３丁目）
４階リコルソ前ホール
▼観覧料　無料
■問公園緑地課（☎33-8739）

弘前工業研究所一般公開

▼とき　７月 26日（金）・27
日（土）の午前９時 30分～午
後４時
▼ところ　弘前工業研究所（扇
町１丁目）
▼内容　研究内容・成果の紹介、
成果品の展示、県産酒（日本酒、
リンゴ酒）飲み比べ、ドローン

弘前工芸舎　企画展

【メインテーブル企画展】
▼とき　７月 16 日（火）～
28日（日）
▼内容　前田直樹さん（あじゃ
ら工房）による木工品の展示・
販売

【夏限定企画展】
▼とき　７月 31日（水）～８
月18日（日）
▼内容　夏の涼しさが感じられ
る工芸品の展示・販売
～共通事項～
▼時間　午前10時～午後４時
※ねぷたまつり期間中は午後５
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
▼入場料　無料
■問産業育成課（☎32-8106）

鳴海要記念陶房館の催し

【電動ロクロ体験】
▼とき　７月 19 日（金）～
21 日（日）の午前 10 時～午
後３時
▼内容　電動ロクロを使った器
づくり
▼講師  小山陽久さん、佐藤学
さん（津軽千代造窯）
▼参加料　1,600 円（飲み物
付き）
※所要時間約45分。予約優先。
【農業人絵師鈴木秀次追悼本出
版記念朗読会】
▼とき　７月 26日（金）の午

後１時30分～
▼参加料　無料
■問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、火曜日は休
み）

夏休みおはなしクイズラリー

▼とき　７月 20日（土）～８
月18日（日）
※午前 10時からこども絵本の
森カウンターで回答カードを配
布します。
▼ところ　こども絵本の森（駅
前町、ヒロロ３階）
▼内容　絵本に関するクイズの
答えをカードに記入してくださ
い。全問正解者にはおめでとう
カード・オリジナル塗り絵と景
品をプレゼント（景品は先着
50人）。
▼対象　小学生以下
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 こども絵本の森（☎ 35-
0155）

カブト・クワガタ展

▼とき　7 月 21日（日）～８
月４日（日）の午前８時 30分
～午後４時30分
▼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）
▼観覧料　無料
■問こどもの森ビジターセンター
（☎ 88-3923）／市みどりの
協会（☎33-8733）

藤田記念庭園のイベント

【ミニコンサート「みんなで唄
おう うたごえひろば 80」】
▼とき　７月21日（日）
　　　　午前10時～
▼ところ　洋館1階ホール
▼観覧料　無料

体験、各種実験など
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。小学
校３年生以下は保護者同伴。飲
み比べの参加者は車での来場は
ご遠慮ください。
■問弘前工業研究所（小笠原さん、
☎55-6740）

夏休みおはなし会

▼とき　７月 27 日
（土）、午後２時～２
時40分
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼語り手　おはなしボックス
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎32-3794）

婚活イベント

【城下町で現代郷土料理と日本
酒カクテルの宴】
▼とき　７月 27 日（土）、午
後４時～７時30分
▼ところ　かぐじ広場（黒石市

中町こみせ通り）
▼内容　こみせ散策後、現代郷
土料理や地酒を楽しみます
▼対象　20 歳～ 49 歳の独身
者で、弘前市他圏域７市町村に
在住または結婚後に住む意志の
ある人＝男女各20人
▼参加料　男性＝ 3,500 円、
女性＝2,500円
▼申込期限　７月24日（水）
※詳しくは市ホームページをご
覧ください。
■問横町十文字まちそだて会（☎ 
55-6782）

相馬で夏の紙漉き体験

▼とき　７月 27日（土）・28
日（日）、①午前 10 時～、②
午前 11 時～、③午後１時～、
④午後２時～
▼ところ　交流センター紙漉の
里（紙漉沢字山越）
▼内容　オリジナル色紙とはが
きの作製
▼対象　市民＝各回 15人（先
着順）
▼参加料　１回200 円

イベント

●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

※事前の申し込みを優先しま
す。詳しくは問い合わせを。
■問中央公民館相馬館（☎ 84-
2316）

いわき夏まつり

▼とき　７月 30日（火）・31
日（水）の午後７時ごろ～
▼ところ　賀田通り、岩木文化
センターあそべーる（賀田１丁
目）周辺
▼内容　獅子舞、よさこい＆ね
ぷた運行、岩木ファミリーバン
ドライブ、ヒップホップ・スト
リートダンス、フラ＆タヒチア
ンダンスなど
■問岩木夏まつり実行委員会事務
局（岩木山商工会内、☎ 82-
3325）

　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、お誘いあわせの上、ぜひ
ご来場ください。
▼とき　７月27日（土）・28日（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＝午

前 10 時 30 分～ 11 時 30 分ごろ、
午後１時 30 分～２時 30 分ごろ／
②甲冑着付け（レプリカ）＝午前
10 時～正午、午後 1時～ 3時（各
日先着 30 組）／③昔遊び＝ 28 日
の午前 10 時～正午／④マンドリン

演奏・体験＝ 28 日の午後
１時～３時
▼参加料　無料（館内で行う②～④には歴史館
観覧料が必要です）
▼無料シャトルバス　市立観光館バスプールと
歴史館の間で運行します（イベント開催日のみ）。
◎観光館バスプール発…午前９時30分から午後
１時30分まで、１時間おき
◎歴史館発…午前 11時 30 分から午後４時 30
分まで、１時間おき
※自家用車での来場者は、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。
■問高岡の森弘前藩歴史館（☎83-3110）

高岡の森弘前藩歴史館夏休みイベント
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▼対象　スポーツ少年団の野球
指導者、弘前地区・南黒地区の
中体連の野球指導者
～共通事項～
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月 29 日
（月）までに、Ｅメール（氏名
〈チーム名〉、年齢、性別、電話
番号、返信用Ｅメールアドレス
を記入）で申し込みを。
※チーム参加の場合は、メン
バーの一覧を添えてください。
雨天時は②、③を克雪トレーニ
ングセンター（豊田２丁目）で
実施します。
■問弘前市体育協会（笹森記念
体育館内、☎ 37-5508、■Ｅ
honbu@hirosaki-taikyo.
com）

金魚ちょうちんと金魚ねぷ
たの展示会と講演会

　金魚ねぷたと、金魚ねぷたを
もとに作られた山口県柳井市の
「金魚ちょうちん」の共演をぜ
ひご覧ください。
【展示会】
▼とき　８月１日（木）～３日
（土）の午前10時～午後４時
▼ところ　ＮＨＫ弘前支局（下
白銀町）ギャラリー
▼入場料　無料
【「柳井の金魚ちょうちん」講演
会】
▼とき　８月１日（木）の午後
１時30分～３時
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）１階会議室
▼講師　山近絹代さん（柳井市
観光ボランティア協会副会長）
▼定員　50人（先着順）
▼参加費　無料
▼申し込み方法　７月 16 日
（火）～ 23 日（火）に、電話
か郵送またはファクス（郵便番
号、住所、氏名、電話番号、「金
魚ちょうちん講演会参加希望」

弥生いこいの広場の催し

【動物さんのもぐもぐ観察】
▼とき　7 月 28 日（日）
　　　　午前11時 30分～
▼参加料　無料（ただし、動物
広場入場料が必要）
【Summer スクール「飼育員
のお仕事体験」】
　動物広場にいる動物たちのお
世話をしてみよう。
▼とき　８月３日（土）
　　　　午前９時～午後２時
▼内容　エサの準備、動物広場
の清掃など
▼対象　小学生＝ 15人（先着
順）
▼参加料　300円（豚汁、ジュー
ス代を含む）
▼持ち物　おにぎり、飲み物、
タオル、着替え、帽子、長靴、
手袋
▼申し込み受け付け　７月 15
日（月・祝）～
【カブトムシ GET だぜ !】
　ミッションを達成してカブト
ムシをもらおう !
▼とき　８月４日（日）
　　　　午前10時～正午
※雨天中止。カ
ブトムシが無く
なり次第終了。
▼参加料　無料
※動物広場入場料が必要となる
場合があります。
【弥生いこいの広場キャンプ大会】
▼とき　8 月 24 日（土）、受
け付け開始＝午前 11時、開会
式＝午後 5 時／解散＝ 25 日
（日）、正午（雨天決行）
▼内容　工作教室、ビンゴ大会、
夜の動物広場観察など
▼対象　30組
▼参加料　1 組 5,000 円（使
用料・参加料として）
※参加料は結果の通知後に指定
の口座へ振り込みを。

▼申込期限　7 月 31 日（水）
※応募多数の場合は抽選で決定
し、結果を 8月 9 日（金）ま
でに連絡します。
▼持ち物　キャンプ用品一式
※テントなどのレンタル用品
（有料）も用意しています。
■問弥生いこいの広場（百沢字東
岩木山、☎ 96-2117）

キッズフェスタ with 筑波大学

▼とき　７月31日（水）
①大学野球オープン戦
▼時間　午前 10時～午後０時
30分
▼ところ　はるか夢球場（豊田
２丁目）

▼対戦カード　
筑波大学 vs 青森
大学
※８月1日（木）、
午後１時～筑波
大学 vs 富士大学
も開催します。

②野球教室
▼時間　午後２時～４時
▼ところ　はるか夢球場
▼内容　筑波大学の選手と地元
高校生による野球教室
▼対象　小学生以下
③野球肘について
▼時間　午後４時～５時
▼ところ　はるか夢球場
▼内容　野球検診手帳の紹介お
よび解説
▼講師　佐々木規博さん（弘前
大学大学院医学研究科整形外科
学講座助教）
④指導者講習会
▼時間　午後５時～６時
▼ところ　青森県武道館（豊田
２丁目）会議室
▼テーマ　野球の底辺拡大に伴
う小・中学校の指導者が変わる
べきこと
▼講師　川村卓さん（筑波大学
准教授・同校野球部監督）

と記入）で申し込みを。
■問弘前文化財保存技術協会（今
井二三夫さん、〒036-8333、
若党町 75 の２、☎兼■Ｆ 32-
9272）
※平成31年度市民参加型まち
づくり１％システムの採択事業。

「津軽塗」ワークショップ

▼とき　８月２日（金）～６日
（火）の午前10時～午後３時
▼ところ　武徳殿休憩所（弘前
公園内）
▼内容　箸やUSBメモリなど
への研ぎ出し体験
▼所要時間　約30分～
▼体験料　1,400 円～（別途
入園料が必要）
■問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

郷土文学館
ラウンジのひととき

▼とき　８月３日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）
▼内容　朗読「津軽の詩」
▼出演　下川原久恭さん（語る
会）ほか
▼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）

高岡の森弘前藩歴史館
第２回ロビーコンサート

▼とき　８月３日（土）、午後
２時30分～３時 30分
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史

館（高岡字獅子沢）
▼内容　チェロとコントラバス
の二重奏
▼出演　菊地謙太郎
さん、鈴木愛理さん
▼定員　30人
※事前の申し込みは
不要。
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼観覧料　一般＝ 300 円／高
校・大学生＝ 150 円／小・中
学生＝100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。
■問高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

ハンカチの叩き染め体験

▼とき　８月11日（日・祝）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　弘前城植物園

▼対象　小学生＝ 20人（先着
順、親子での参加も可）
▼参加料　１人500円
※別途入園料が必要となる場合
があります。
▼申し込み受け付け　７月 20
日（土）～
■問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

みんなで知ろう！
がんフェスティバル

正しいがんの情報を紹介し
ますので、気軽においでくだ
さい。
▼とき　８月18日（日）
　　　　正午～午後４時
▼ところ　土手町コミュニティ
パーク
▼テーマ　これが“わたし”
▼内容　講演、体験など
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学医学部附属病院が
ん相談支援センター（☎ 39-
5174）

●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

　りんごの生育状況の観察など親子で楽しめるイ
ベントが盛りだくさん！フードコーナーも出店し
ますので、皆さんお誘いあわせの上ぜひお越しく
ださい。
▼とき　7月 28日（日）、午前10時～午後３時
▼ところ　りんご公園（清水富田字寺沢）
▼内容　ずぶ濡れ！水鉄砲、りんご畑で働くクルマ
大集合！、りんごジュース飲み比べ、ねぷたのうち
わ作り、夏のりんご園を大調査！など
※一部のイベントは有料。天候により、イベント
内容を変更することがあります。
■問りんご公園まつり事業実行委員会事務局（りん
ご課内、☎40-7105）

りんご公園サマーフェスティバル2019



8 9広報ひろさき　２０１９.７.１5

●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

スの入浴希望者は別途500円）
▼申し込み方法　８月７日（水・
消印有効）までに、はがきまた
はＥメール（①希望コース、②
郵便番号・住所、③氏名〈ふり
がな〉、④年齢、⑤電話番号、
⑥集合場所、⑦入浴の有無を記
入〈⑥・⑦はBコースのみ〉）で、
申し込みを。
※１回の申し込みで２人まで。
応募多数の場合は抽選で決定
（初参加の人を優先）し、結果
は当選者のみに通知します。
■問フラワー観光「ふるさと探訪
バスツアー」係（〒036-8053、
和泉２丁目１の１、☎26-2113、
■Ｅ hirosaki@flower-travel.com
〈日曜日・祝日は除く〉）
※詳しくは津軽広域連合ホーム
ページ（http://tsugarukoiki.
jp/）をご覧ください。

津軽岩木スカイラインを
歩いてみよう会

　心身の健康増進を目的に、自
動車を一時通行止めにした津軽
岩木スカイラインを歩いてみま
せんか。
▼とき　９月１日（日）
※雨天決行。ただし、荒天時は
中止。
▼集合　午前６時 45分までに
JR 弘前駅城東口駐車場前（往
復とも専用貸切バスを利用。帰
りは午後２時 30分ごろに岩木
山８合目出発）

城下町のサムライ文化を
楽しむ町並みフェア

▼とき　8 月 9日（金）～ 11
日（日・祝）の午前 10時～午
後４時
▼ところ　仲町伝統的建造物群
保存地区（若党町）
▼内容　古武術の演武と体験
（11日の午前 11時～正午、午
後２時～３時）、喫茶コーナー、
公開武家住宅スタンプラリー
（すべてのスタンプを集めた人
にオリジナルポストカードをプ
レゼント）
▼入場料　無料（喫茶コーナー
は有料）
■問弘前市仲町伝統的建造物群保
存地区保存会（今井さん、☎
32-9272）

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト夏の定期公演

 
【劇団結成７周年記念公演】
　夏にまつわる作品を特集。臨
場感あふれる朗読劇ステージで
す。
▼とき　８月11日（日・祝）
　　　　午後２時～３時20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　「眉山」、「炎天汗
談」、「桜桃」など全６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、
☎090-3123-3861）
※平成 31年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

ふるさと探訪バスツアー

【A コース】
▼とき　８月31日（土）
▼集合　午前９時までに JR弘
前駅城東口バスプールへ
▼内容　藤田記念庭園（弘前市）
見学・散策→鰐 come 昼食→
わにもっこ（ともに大鰐町）木
工体験→道の駅サンフェスタい
しかわ（弘前市）
▼定員　40人
【Ｂコース】
▼とき　９月５日（木）
▼集合　午前９時までに運動公
園（豊田２丁目）第一駐車場ま
たは午前９時 20 分までに JR
弘前駅城東口バスプールへ
▼内容　水陸両用バス（西目屋
村）乗車体験→アソベの森いわ
き荘（弘前市）昼食〈歴史館と
神社に行かない人は入浴可〉→
高岡の森弘前藩歴史館・高照神
社（弘前市）見学・散策
▼定員　35人
～共通事項～
▼時間　午前９時～午後４時
▼対象　弘前市他圏域７市町村
に在住する人
▼参加料　5,000 円（Ｂコー

▼コース　Ａコース＝ 10km
／Ｂコース＝５km
▼対象　小学生以上（小学生は
高校生以上の同伴者が必要）
※体の不自由な人も参加できま
すが、事前に連絡を。
▼参加料　１人2,000円
※中止の場合は返金しませんの
で、ご注意ください。
▼持ち物　昼食、飲み物、汗ふ
きタオル、雨具など
▼申し込み方法　８月 10 日
（土）までに、郵送またはファ
クス（郵便番号、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号、「スカ
イライン参加」と記入）で申し
込みを。後日参加申込書を送付
します。
■問弘前歩こう会事務局（今井
二三夫さん、〒 036-8333、
若党町 75 の２、☎兼■Ｆ 32-
9272）
※平成31年度市民参加型まち
づくり１％システムの採択事業。

伝統文化子ども着つけ教室

▼とき　７月 19日～ 12月の
午後５時～７時（全15回）
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）ほか
▼内容　浴衣の着付け・帯結び、
日本の行事、日常のマナー、風
呂敷の使い方、花嫁体験など

▼対象　小・中学生＝10人（先
着順）
▼参 加 料　1,500 円（全 15
回分）
▼持ち物　浴衣・半幅帯・小物
一式（貸し出し有り）、足袋、
風呂敷（68cm）、履物
▼申し込み方法　ホームページ
（http://aomori-wagokorono
kai.jimdo.com）の申し込み
フォームから申し込みを。
■問青森わごころの会事務局（☎
050-6867-5408）

サンモードスクールオブ
デザイン無料公開講座

▼とき　７月 29 日（月）～
31 日（水）の午前 10 時 30
分～午後３時
▼ところ　サンモードスクール
オブデザイン（下白銀町）
▼内容　服の作り方、小物作り、
リメイクなど
▼対象　10人（先着順）
▼持ち物　布地、洋裁道具など
▼申込期限　７月26日（金）
■問サンモードスクールオブデザ
イン（☎32-0129）

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作って
みませんか。
▼とき　８月14日（水）
　　　　午後１時30分～３時

▼ところ　板柳町ふるさとセン
ター（板柳町大字福野田）陶芸
工房
▼内容　手回しろくろを使った
陶芸体験（茶わん、カップなど
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
に在住する小学生＝30人程度
▼参加料　１人1,000円（材料
費として。作品の配送希望者は
別途1,000円が必要）
▼申し込み方法　７月26日（金・
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、
⑥作品受け取り方法〈配送かヒ
ロロ受け取り〉を記入）で申し
込みを。
※１回の応募で２人まで申し込
み可。小学校３年生以下は保護
者同伴。応募者多数の場合は抽
選で決定し、８月２日（金）に
結果を通知します。
▼その他　作品は、約１カ月後
に完成します
■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）

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

 教室・講座

市のテレビ番組

オラホの街は東京 2020 のホストタウン

　台湾女子ソフトボールチームやブラジル柔道
チームとの交流などを紹介します。
〇放送日　７月 27日（土）、午前
11時 15分～ 11時 30分
〇放送局　青森テレビ（ATV）
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クラフト体験教室 in すその

▼とき　８月４日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▼ところ　裾野地区体育文化交
流センター（十面沢字轡）
▼内容　レザークラフト、こぎ
ん刺し、レジン、ハーバリウム
などの体験
▼体験料　500円～
▼申込期限　８月３日（土）
■問裾野地区体育文化交流セン
ター（☎99-7072、月曜日〈月
曜日が祝日の場合は翌日〉は休
館）

東北女子大学公開講座

▼とき　８月９日（金）
　　　　午後１時30分～３時
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町）ヒロロ４階
▼テーマ　いつ食べる何を食べ
るか食を知る「食による生活習
慣病の予防」
▼受講料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問東北女子大学公開講座係（☎
33-2289）

市民ボランティアによる
パソコン講座

【ワード 2010 活用による名刺
作成講座】
▼ とき　８月20日（火）・27
日（火）の午前10時～午後３
時（２日間で１セット）
▼ところ　総合学習センター（末
広４丁目）
▼内容　ワード2010を使用し
た名刺作成
▼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　７月21
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）

いやしのフラダンス教室

▼とき　８月21日（水）・28
日（水）の午前10時～11時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼内容　下半身に効く、高齢者
向けのやさしいフラダンス
▼講師　田中希生子さん（フラ
スタジオモアニ主宰）
▼対象　65歳以
上の市民＝各回
15人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　タオル、飲み物
▼申し込み受け付け　７月15
日（月・祝）～
■問温水プール石川（☎49-7081）

弘前の歴史的文化遺産講座

▼とき　８月28日～10月30
日の毎週水曜日、午前10時～
11時30分
※８月28日と10月30日は、
午前９時30分～11時30分。
▼ところ　弘前文化センター（下
白銀町）
▼テーマ　「弘前の先人」
▼対象　原則すべての講座に出
席できる人＝30人
※応募多数の場合は抽選で決定。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月15日（月・
祝）～８月５日（月）に、郵送
かファクス（郵便番号・住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を
記入）で申し込みを。
■問弘前文化財保存技術協会（今
井二三夫さん、〒036-8333、
若党町 75の２、☎兼■Ｆ 32-
9272）

７月 21 日は参議院議員
通常選挙の投票日

　投票日当日、仕事や用事など
で投票できない人は、７月 20
日（土）まで実施している期日
前投票を利用しましょう。詳し
くは、広報ひろさき７月１日号
と同時配布している「参議院議
員通常選挙に関するお知らせ」
をご覧ください。
■問選挙管理委員会事務局（☎
35-1129）

夏季河川清掃美化運動

　市内主要河川で清掃美化運
動を実施します。清掃開始時
間は地区によって異なります
ので、事前にお問い合わせく
ださい。
▼とき　７月28日（日）
※荒天の場合は中止。
▼ところ
団体清掃区域…土淵川・寺沢川・
腰巻川・大和沢川・前川
自由清掃区域…岩木川悪戸河川
敷運動広場・岩木川茜の夕陽水
辺の楽校
■問環境課（☎36-0677）

市立博物館後援会会員募集

▼年会費　普通会員＝ 3,000
円、特別会員＝１万円（個人）、
３万円（団体）
▼優待特典　普通会員＝観覧料
無料／特別会員＝観覧料無料・
刊行物の無料配布（他に視察研
修などの行事があります）
※随時入会を受け付けています
ので、詳しくは問い合わせを。
■問博物館後援会事務局連絡所
（市立博物館内、☎35-0700）

ひろさき広域出愛サポート
センター７月休日登録会

　結婚を希望する独身男女がお
見合いをする支援をしています。
お見合いをお手伝いする出愛サ
ポーターも随時募集しています。
▼とき　７月28日（日）
　　　　正午～午後４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室Ａ
■問ひろさき広域出愛サポート
センター事務局（☎ 35-1123
〈日・月曜日を除く、午前 10
時～午後７時〉）

一日体験ボランティア

　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　８月 10 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階視聴覚室（活動場
所は弘前公園）
▼内容　「子ども自然観察クラ
ブ」が行う、「弘前公園のトン
ボ～種類と見分け方～」学習の
手伝い
▼対象　市民＝６人
（先着順）
▼持ち物　帽子、飲み物、
動きやすい服装
▼申し込み受け付け　７月 16
日（火）～８月７日（水）
※文化センターの駐車場を利用
する場合、駐車料金は自己負担。
■問ボランティア支援センター
（駅前町、ヒロロ３階、市民参
画センター内、☎38-5595）

「廃品おもしろ工夫展 in プ
ラザ棟」作品募集

　透明プラスチック容器と生活
の中から出た不用品を使って制

作した、アイデア溢れる作品を
募集します。
▼対象　弘前市、平川市、大鰐
町、藤崎町、板柳町、西目屋村
の小学生および特別支援学校の
児童（個人またはグループ）
▼応募規定
○材料　メインの部分が透明プ
ラスチック容器であれば、他の
部分の材料の種類は問いませ
ん。
○大きさ　50㎝× 50㎝× 50
㎝以内
○その他　他のコンテスト（学
校内のものを除く）に出品した
ことがないもの
▼応募方法　申込用紙に必要事
項を記入し、８月 27 日（火）
～９月８日（日）の午前９時～
午後４時に、弘前地区環境整備
センタープラザ棟（町田字筒
井）へ、個人・グループ・学
校ごとに作品を持ち込んでく
ださい。申込用紙および募集
要項は弘前地区環境整備セン
タープラザ棟で配布している
ほか、ホームページ（http://
www.city.hirosaki.aomori.

jp/kankyoseibi/plaza/） か
らダウンロードできます。
▼展示・審査　９月14日～11
月 10日に、弘前地区環境整備
センタープラザ棟に展示します。
9月14日～10月31日の一般
投票で優秀作品を決定し、特別
賞を授与します。また、応募者
全員へ参加賞を差し上げます。
■問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（☎ 36-3388、月曜日
は休み）

弘前・白神アップルマラソン
の参加申し込み締切間近！

　申込パンフレットは市内の体
育施設にありますので、ぜひご
参加ください。
▼開催日　10月 6日（日）
▼郵便振替および大会事務局へ
の申込期限　７月26日（金）
▼インターネットでの申込期限
　７月31日（水）
■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）

NEWS 星と森のロマントピア
　　「お湯のニックネーム」が決定

　市民の皆さんの多数の応募の中から決定しました。２種類の源泉
かけ流しの温泉にぜひお越しください。
▼利用時間　午前９時30分～午後９時（早朝入浴は午前６時～９時）
■問星と森のロマントピア（☎84-2288）

【内風呂「羽衣（はごろも）の湯」】
　塩分のある温泉成分が身体
をコーティングし、保湿・保
温効果に優れた湯です。

 

 その他

【露天風呂「星天（せいてん）の湯」】
　鉄分を多く含んだ肌に優しい
美肌の湯です。昼は岩木山、夜
は星空を望む眺望も自慢です。
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弘前ポスター展
参加高校生募集

　広告のプロが講師としてサ
ポートし、土手町商店街のポス
ター制作ワークショップを行い
ます。完成したポスターは商店
街に展示し、土手町の魅力を全
国に発信します。
▼とき　８月 19 日（月）～
22日（木）
※ 22日は予備日。それぞれ半
日の参加も可。
▼対象　市内に在住または市内
の高校に在学している高校生＝
20人程度（応募者多数の場合
は抽選で決定） 
▼応募方法　７月 26 日（金）
までに、Ｅメール（氏名、年齢、
学校名・学年、連絡のとりやす
い電話番号を記入）で、申し込
みを。
※詳しくは市ホームページで確
認するか、問い合わせを。
■問未来の担い手・地域づくり推
進委員会事務局（広聴広報課内、
☎40-0494、■Ｅ kochokoho@
city.hirosaki.lg.jp）

津軽の食と産業まつり
出展者募集

▼とき　10 月 18 日（金）～
20 日（日）の午前９時 30 分
～午後５時
▼ところ　克雪トレーニングセ
ンターおよびエントランス広場
（ともに豊田２丁目、運動公園
内）
▼出展料　１コマ＝１万8,000
円
▼共益費　屋内（主に物販・企
業 PR など）…１店舗 5,000
円／屋外テント村（主に飲食）
…１店舗１万円
※その他、必要に応じて経費が
かかる場合があります。

▼申込期限　８月 23日（金）、
正午
■問津軽の食と産業まつり運営協
議会事務局（上鞘師町、弘前商
工会議所内、☎33-4111）

弘前市民体操祭演技発表
グループ募集

▼とき　10月 14日（月・祝）
　　　　午前９時30分～
▼ところ　市民体育館（五十石町）
▼対象　体操やエアロビクス、
ジャズダンスなどを行っている
４人以上のグループ
▼発表時間　１グループ＝５～
７分程度
▼参加料　大学生以上＝ 100
円、高校生以下＝50円
※各自傷害保険などに加入を。
▼申込期限　７月28日（日）
■問弘前体操連盟（宮地さん、☎
兼■Ｆ 32-2988）

青森県立障害者職業訓練校
作業実務科オープンスクール

知的障がいのある人とその家
族、支援機関などの人を対象と
した見学会です。
▼とき　７月26日（金）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　県立障害者職業訓練
校作業実務科実習棟（緑ケ丘１
丁目）
▼内容　訓練見学（園地〈畑〉、
介護実習、清掃実習）、訓練内容・
就職支援などの説明
▼持ち物　室内用シューズ
※園地（畑）を見学するため、
汚れてもよい履物で参加を。
▼申し込み方法　７月 19 日
（金・必着）までに、申込書（ホー
ムページからダウンロードでき
ます）に必要事項を記入の上、
郵送かファクスまたはＥメール
で申し込みを。
■問県立障害者職業訓練校訓練課

（〒036-8253、緑ヶ丘１丁目
９の１、☎ 36-6882、■Ｆ 36-
7255、 ■Ｅ shokunko@pref.
aomori.lg.jp)

弘前大学教育学部附属特別
支援学校の児童生徒募集

▼対象　知的障がいがあり、愛
護手帳（療育手帳）を持ってい
る人、または医師による知的障
害者であることの証明書が提出
できる人で通学時間がおおむね
１時間以内の人
▼定員　小学部第１学年＝３人、
第４学年＝１人／中学部第１学
年＝６人（小学部連絡進学予定
者３人を含む）、第３学年＝２人
／高等部第１学年＝８人（中学
部連絡進学予定者５人を含む）
▼応募書類の交付期限　９月
20日（受け付けは平日の午前
８時30分～午後３時）
※入学選考出願前に入学相談が
必要。相談の申し込みは９月６
日（金）まで。
■問弘前大学教育学部附属特別支
援学校（☎36-5011）

津軽サービスエリアを
利用しませんか

　今春、東北自動車道津軽サー
ビスエリアをリニューアルし、
地域の皆さんがイベントなどで
活用できる屋根付きのイベント
スペースを上下線ともに設置し
ました。原則無料で利用できま
すので、音楽演奏や郷土芸能の
発表などにぜひご利用くださ
い。
■問 NEXCO東日本青森管理事
務所（☎017-782-1431）

クマの被害に遭わないために

　クマが広い範囲で活動する時
期です。クマが活発に活動する

早朝や夕方は山に入らないよう
にするなど、被害に遭わないよ
うご注意ください。万が一、ク
マに遭遇してしまったら刺激せ
ずに静かに後退してその場を立
ち去りましょう。
　市や県のホームページにはク
マの出没情報などを掲載してい
ますので、情報を収集し、安易
に近づかないよう注意してくだ
さい。
■問農政課（☎40-0504）

津軽広域水道企業団
津軽事業部職員募集

【上級（一般行政、土木、電気、
機械）】
▼応募資格　昭和 55年４月２
日～平成 10年４月１日までに
生まれた人
▼採用予定人数　各１人
▼第１次試験　９月８日（日）、
弘前大学総合教育棟（文京町）
▼受験申込書の提出方法　必要
事項を記入し、必要書類を添え
て８月23日（金・必着）までに、
津軽広域水道企業団津軽事業部
総務課（〒 036-0342、黒石
市大字石名坂字姥懐２）へ郵送
か持参を。
※受け付けは平日の午前８時30
分～午後５時。試験実施案内お
よび受験申込書は、ホームペー
ジ（http://www.tusui.jp/）か
らダウンロードできます。
■問津軽広域水道企業団津軽事業
部（☎52-6033）

農作業従事者を募集

▼作業期間　７月～ 11月の収
穫終了まで
▼作業時間　原則、午前８時～
午後５時（休憩を含む。時間外
勤務なし）
※半日や短時間勤務なども相談
に応じます。

▼作業内容　りんご生産の農作
業
▼対象　園地まで通勤が可能
で、はしごでの作業ができる
人
▼賃 金　日給 6,240 円以上
（JAつがる弘前）、園主との話
し合いで決定（JA相馬村）
▼採用方法　面接による選考
■問 JA つがる弘前農作業従事
者無料職業紹介所（☎ 82-
1052）／ JA相馬村農作業従
事者無料職業紹介所（☎ 84-
3215）

津軽塗職人を
目指してみませんか

　伝統的工芸品「津軽塗」の担
い手となる後継者育成のため、
研修生を募集します。
▼研修期間　９月２日からの毎
週月・水・金曜日、午前９時～
正午
※令和５年３月までの研修を予
定。研修期間や受講料は変更に
なる可能性があります。
▼ところ　弘前職業能力開発校
第二校舎（田町５丁目）２階
▼内容　津軽塗に関する講義と
技術研修
▼対象　市内に在住する 50歳
未満の人＝２人程度
▼受講料　月額5,000円
▼応募方法　履歴書および応募
理由書を記入の上、８月 15日
（木）までに郵送か直接提出し
てください。
※応募理由書は、青森県漆器協
同組合連合会（神田２丁目）お
よび産業育成課（市役所５階）
に備え付けてあるほか、市ホー
ムページからもダウンロードで
きます。
▼選考方法　書類選考、面接
■問青森県漆器協同組合連合会
（〒036-8061、神田２丁目４
の９、☎兼■Ｆ 35-3629）

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

◎予定が変更となる場合があり
ますので、受診する際は事前に
弘前市医師会・弘前歯科医師会
ホームページや電話でご確認く
ださい。
◎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
８／４ 小堀クリニック
（中野２）

☎32-7146

11 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

18 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

25 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻咽喉科・眼科
8／18 のだ眼科・血管内科

クリニック（神田３）
☎33-6611

25 福島耳鼻咽喉科
（百石町）

☎32-5032

歯　科
８／４ めぐみ歯科医院
（城東２）

☎28-3202

11 山崎歯科クリニッ
ク（宮川２）

☎36-8811

12 笹村歯科医院
（城東中央４）

☎28-0797

18 おおつ歯科クリニ
ック（山王町）

☎32-4832

25 和徳歯科医院
（和徳町）

☎32-2606

人の動き PopulationPopulation

前月比
・人口 170,766人（－97）
     男 78,178人（－62）
     女 92,588人（－35）
・世帯数 71,891世帯 （＋6）

令和元年６月1日現在

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先
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消防職員募集
（消防職Ａ・Ｂ）

▼職種　消防職Ａ＝平成３年４
月２日～平成 10年４月１日に
生まれた人／消防職Ｂ＝平成
10 年４月２日～平成 14 年４
月１日に生まれた人
▼応募資格　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
▼採用予定人数　９人
▼第 １ 次 試 験　９月 22 日
（日）、第一中学校（和徳町）
▼試験科目　消防職Ａ＝大学
卒業程度の教養試験／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　必要
事項を記入し必要書類を添え
て、８月23日（金・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）

ひとり親家庭等就業支援講習会

　ひとり親家庭の親または子お
よび寡婦で、全日程出席できる
人が対象です。

【パソコン講習会（個別指導）】
▼と き　９月 13 日～ 12 月
13日（全 34時間）
▼ところ　キャリアスクール
I・M・S（土手町）
▼定員　11人
【調剤薬局事務講習会】
▼と き　９月 24 日～ 10 月
31日の毎週火・木曜日
▼ところ　ニチイ学館弘前教室
（表町、アプリーズ４階）
▼定員　10人
【調理師試験準備講習会】
▼とき　９月６日（金）・９日
（月）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼定員　本年度の調理師試験を
受験する人＝４人
～共通事項～
▼受講料　無料（教材費、受験
料は自己負担）
▼申し込み方法　８月２日（金）
までに、申込書に写真（縦４㎝
×横３㎝）を貼付し、こども家
庭課（市役所１階）へ提出を。
※申込書は同課で配布。申し込
み多数の場合は抽選で決定。
■問 こ ど も 家 庭 課（ ☎ 40-
7039）

45 歳以上の人のための
転職・再就職支援

　45歳以上の人を対象に、就
職活動に関する不安などについ
て、キャリアカウンセラーがマ
ンツーマンでサポートします。
気軽にご相談ください。
▼とき　平日の午前９時～午後
４時
※完全予約制。
▼ところ　キャリアスクール
Ｉ・Ｍ・Ｓ（土手町）
▼相談料　無料
■問ネクストキャリアセンター
あ お も り（ ☎ 017-723-
6350、■Ｅ chuukounen@ims-
hirosaki.com）

中小企業退職金共済制度

　中小企業のための国の退職金
制度です。事業主の皆さんはぜ
ひご活用ください。
▼制度の特長
○掛け金の一部を国が助成
○掛け金は全額非課税
○社外積み立て型で退職金の管
理が簡単
○離転職時に他の年金制度など
に積み立て資産の持ち運びが可
能
■問勤労者退職金共済機構中小
企業退職金共済事業本部（☎
03-6907-1234）

健康づくり担当者養成研修

　県では、従業員の健康管理を
経営的視点から考え、戦略的に
実践する「健康経営®」に取
り組む県内事業所を「青森県健
康経営事業所」として認定して
います。認定に必要な研修を実
施しますのでぜひ受講してくだ
さい。
▼とき　８月 27 日（火）、午
前９時40分～午後４時30分
▼ところ　健康未来イノベー
ションセンター（在府町）
▼定員　40人（先着順）
▼参加料　3,000 円（健康弁
当付き）
▼申込期限　８月８日（木）
■問青森県医師会健やか力推進セ
ンター（☎017-763-5590）

消費税軽減税率制度説明会

▼とき　７月 30 日（火）、①
午前 10時 30 分～正午、②午
後２時～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）
▼内容　消費税軽減税率制度お
よびインボイス制度の概要につ

いて／軽減税率対策補助金（複
数税率対応レジの導入等支援）
について
▼定員　各回100人
※事前の申し込みは不要。
■問弘前税務署法人課税第一部
門（☎ 32-0331〈音声案内に
従い「２」を選択してくださ
い〉）

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森
事務所が行う出張相談会です。

▼とき　８月７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など
※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（☎017-752-6755）

多重債務・消費生活法律相談会

　多重債務者が、債務を整理し
て生活再建に向かうための手助

けとして、弁護士が無料で相談
に応じます。また、多重債務以
外の消費生活に関する法律相談
にも応じます。
▼とき　８月 17 日（土）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階市民生活センター
▼対象　市民＝４人（先着順）
▼相談料　無料
▼申し込み受け付け　８月２日
（金）、午前８時30分～
■問市民生活センター（☎ 33-
5830）

（※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・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
教室名（希望コース）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。各自傷害保険に加入を。詳しくは各施設等に問い合わせを。

教 室 名 と　き ところ 内　容 対象・定員 参 加 料 問い合わせ・申込先
①剣道暑中
稽古

７月22日～26日、
午前６時～８時

市民体育館（五
十石町）競技場 剣道の朝稽古 150人 無料 市民体育館

（☎36-2515）

②柔道暑中
稽古

７月24日～27日、
午前６時～７時

弘前B&G海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）武道館

柔道の朝稽古 50人 無料
弘前B&G海洋センター
（☎33-4545）

③躰道暑中
稽古

7月24日～28日、
午前６時～７時

弘前B&G海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）競技場

躰道の朝稽古 50人 無料

④夏休みか
けっこ教室

８月1日・２日・
５日・７日・８日・
９日の午後１時～
２時30分

河西体育センタ
ー（石渡１丁目）

走る、跳ぶ等の
全身運動、用具
を使用したトレ
ーニング

小学生＝
30人 無料

７月26日（金・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）、（※2）

⑤ 2019
夏休みトモ
ロー塾

８月２日（金）、午
前９時～午後１時

津軽ダム（西目
屋村）周辺 カヌー体験 小学生＝

20人 2,000円 7月 15日（月・祝）の午
前９時から開催日の7日前
までに、岩木山総合公園（☎
83-2311、■Ｆ 83-2635、
■Ｅ info@iwakisansports
park.com）へ。
※いずれも先着順。5人に
達しない場合中止。
※無料送迎あり。申込時に
問い合わせを。

８月９日（金）、午
前９時～午後２時

岩木山総合公園
（百沢字裾野）周辺 木登り体験

小学生＝
20人 1,500円

８月 16日（金）、
午前10時～正午

岩木山総合公園
（百沢字裾野）体
育館

ユニバーサルス
ポーツ体験（ボ
ッチャ、フライ
ングディスク、
車いすバスケ）

小学生＝
20人 200円

⑥ソフトテ
ニス教室

８月３日～25日
の毎週土・日曜日
（全８回）、午前９
時～正午

河西体育センタ
ー（石渡１丁目）
テニスコート

初心者、中級者、
上級者に分かれ
て練習方法の習
得

市民（未成
年者は保護
者同伴また
は要送迎）

無料 弘前テニス協会（築舘さん、
☎090-3694-0796）

⑦市民弓道
教室

８月から３月まで
の毎週木曜日（全
35回）、午後５時
～８時

市立弓道場（笹
森町）

弓の扱い方、基
本動作、射技指
導、巻わら稽古、
的前稽古

有段者＝
10人（先
着順）

1,500円
（スポーツ
安全保険料
を含む）

7月 30日（火）までに、
弘前弓道会（棟方さん、☎
090-9747-9350）へ。

⑧ソフトバ
レーボール
体験教室

８月16日～９月
27日の毎週金曜
日（９月13日を
除く）、午前10時
～ 11時 45分

金属町体育セン
ター体育室

ボール慣れ、ゲ
ーム

市民＝12
人 無料

７月31日（水・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）

各種スポーツ・体操教室
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ひろさき歴史体感ツアー

大森勝山じょうもん祭り

　市では、毎年夏に遺跡をバスで巡るツアーを
開催しています。今回は、A～Cの３つのコー
スで開催しますので、ぜひご参加ください。

　世界遺産登録を目指す「北海道・北東北
の縄文遺跡群」の「大森勝山遺跡」と「亀ヶ
岡石器時代遺跡」（つがる市）を巡ります。
▼とき ８月18日（日）、午後０時30分～
５時
▼集合　市立観光館（下白銀町）バスプール

　弘前城石垣の石を切り出した「如来瀬石
切丁場跡」と津軽家菩提寺の一つ「長勝寺」
を巡ります。
▼とき　８月25日（日）、午後１時～４時
▼集合　市立観光館バスプール

　大森勝山遺跡（大森字勝山）は、
今から約3,000年前の縄文時代晩
期の環状列石（ストーンサークル）
を有する国の史跡です。遺跡を舞
台にした体感イベントと整備工事
中の遺跡の状況を見学できる貴重
な機会です。ぜひご来場ください。
▼とき　８月４日（日）、午前９
時～午後３時（雨天決行）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問い合わせ先　文化財課（☎
82-1642）

Ａ

「大森勝山遺跡」と
「亀ヶ岡石器時代遺跡」
を巡る

Ｂ

Ｃ

「堀越城跡」と
「黒石陣屋跡」を巡る

　津軽為信の居城「堀越城跡」と黒石津軽
家初代信英が築いた陣屋「黒石陣屋跡」（黒
石市）を巡ります。
▼とき ８月24日（土）、午後１時～５時
▼集合　JR弘前駅城東口観光バス駐車場

「如来瀬石切丁場跡」と
「長勝寺」を巡る

～共通事項～
▼定員　各コース 40 人
（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　動きやすい服
装、飲み物
※雨天決行。
▼申し込み受け付け　7月
25日（木）から電話で受
け付け（1人１コースのみ
申し込み可能）
▼受付時間　午前 9 時～
午後 5 時（土・日曜日、
祝日を除く）
■問い合わせ・申込先
文化財課（☎82-1642）

ところ イベント 開催時間 内容

史跡大森勝
山遺跡

おおもりかつやま遺
跡探検隊

午前10 時～、
午後２時～

遺跡の見どころ案内（１回 40 
分程度）

すそのよさこい 午前11時～ 裾野小・中学生のよさこい披露
ちゃれんじ！野菜焼 午前 11時～

午後２時ごろ
地元産野菜を石で造った炉で
焼いて食べる

地産地消ふるまい鍋 正午～午後 1
時ごろ

地元町会による無料の振る舞
い鍋

おおもりかつやまミ
ニ JAZZコンサート

午後１時～ ジャズコンサート　

おおもりかつやま展
望台

全日 再現された環状列石と岩木山
を望む展望台

おおもりかつやま縄
文クイズラリー

全日 遺跡内でのクイズラリー

ドキドキ！チェン
ソーアート

全日 職人による彫刻パフォーマン
ス

わくわく！じょうも
ん生活

全日 土器作り、火おこしなど、縄
文時代の生活体験

裾野地区体育
文化交流セン
ター（十面沢
字轡）

おおもりかつやまパ
ネル展

全日 大森勝山遺跡の価値と世界遺
産登録の取り組みの紹介

おおもりかつやま土
器展示会

全日 出土土器の展示

※遺跡へは直接車で入ることができません。自家用車で来場の際は、裾
野地区体育文化交流センター（十面沢字轡）に駐車してください。交流
センターから遺跡の間で無料バスを約15分おきに運行します。
※「JR弘前駅線」と「裾野地区線」の２コースで無料シャトルバスを
運行します。詳しくは市ホームページまたはチラシをご覧ください。


