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　弘前藩９代藩主の津軽寧親（やすちか）は、菓
子に関心が高く、手製の菓子を贈答品としていた
ことが知られています。また、江戸藩邸では今日
に見られる上菓子が、来客をもてなす場などで振
る舞われていたことが弘前藩庁日記などの記録に
残されています。
　そこで、今回は、殿さまが食した菓子資料を中
心に、茶道具・屏風など、当時の殿さまが五感で
楽しんだ華やかな大名文化を紹介します。
▼とき　11 月 16 日（土）～令和２年３月 22
日（日）
▼開館時間　午前9時 30分～午後 4時 30分
▼休館日　毎月第３月曜日、年末年始
▼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。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。住所や年齢を確認できるものの提示を。
▼併催　常設展「ひろさきの歴史と文化 ～原始
から近現代へ～」

【津軽の菓子の歴史】
▼とき　11月30日（土）、午後２時～３時30分
▼講師　福井清さん（大阪屋代表取締役）

【弘前藩主の菓子作り～カステラ・饅頭・落雁～】
▼とき　令和 2年 1月 26日（日）、午後２時～
３時30分
▼講師　岡崎寛徳さん（半蔵門ミュージアム主任
学芸員）
～共通事項～
▼ところ　市立博物館（下白銀町）ホール
▼参加料　無料（ただし別途観覧料が必要）
■問い合わせ先　市立博物館（☎35-0700）

市立博物館企画展４《弘前市誕生 130 周年記念》
殿さまのくらし―五感で味わう大名文化―

記念講演会

▲楊州周延「千代田之御表　六月十六日嘉祥ノ図」（虎屋文庫所蔵）

る予定で、商工会
議所や医師会、警
察等にも協力を依
頼しています。
　子どもの笑顔を
広げるために、市
民みんなで子どもたちを見守り、いじめや虐待の
ないまちづくりを目指しましょう。
■問い合わせ先　学校指導課（☎82-1644）

　市では、「子どもの笑顔を広げる弘前市民条例
～いじめや虐待のないまちづくりを目指して～」
を施行しています。
　今回作成したステッカーには、子どもたちに大
人たちが見守っていることを伝え、学校や地域の
一員として安心して過ごしてほしいという願いが
込められています。
　このステッカーは、子どもたちの目に留まる
よう、地域のさまざまな施設等の入口に貼られ

子どもの笑顔を守り、広げる！～ステッカーを作りました～
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困り事や悩み事…

　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

 市民生活センターの
相談窓口

 

■問い合わせ先　市民生活センター（☎ 33-
5830、34-3179）

●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・行政問題は相談を

　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。
○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）

　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　☎017-774-6488
■問い合わせ先　青森財務事務所理財課（☎ 017-
722-1463）

　ふれあい相談所
▼とき　一般相談…月～金曜日の午前９時 30分～午
後３時30分（電話での相談も可）、専門相談…毎月１
回、１人30分
▼ところ　市社会福祉センター（宮園２丁目）２階
▼内容　一般相談…日常生活上の心配ごとや悩みご
と、専門相談…法律、税金、労働、年金について
▼相談員　弁護士、税理士、社会保険労務士

※事前の申し込みが必要。
■問い合わせ・申込先　市社会福祉協議会（☎ 33-
2220）

　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～ 24日の午前８時 30分～午後
７時（土・日曜日は午前10時～午後５時）
▼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（☎
017-776-9024）

　くらしとお金の安心相談会
▼とき　12月 4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（☎017-752-6755）

　第 71 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 6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）

　総合市民相談
▼とき　12月 21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、12月 3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）

　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

　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

　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

　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

◎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（☎ 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、毎週土曜日の
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

一人で抱え込まず、相談を
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●行政相談委員…国の行政全般に対する苦情・要望を
聞き、解決の手助けをしています。
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市政情報Town Information
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Town InformationTown InformationTown 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

鳴海要記念陶房館の催し

【着物リメイク教室の作品展】
▼とき　11 月 21 日（木）～
25日（月）の午前９時～午後
４時（最終日は３時まで）
▼内容　リメイク服・古布小物・
バッグ等の展示販売
▼観覧料　無料
【こぎん刺し体験と小物販売】
▼ と き　11 月 24 日、12 月
8日（いずれも日曜日）の午前
10時～午後３時（体験の受け
付けは２時30分まで）
▼体験料　250円～
■問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎82-2902、火曜日は休み）

藤田記念庭園ミニコンサート

【早目のクリスマス　オカリナ
とうたおう】
▼と き　11月21
日（木）、午後１時
30分～２時30分
▼ところ　洋館１階ホール
▼観覧料　無料
■問藤田記念庭園（☎37-5525）

第 25 回弘前市場まつり

▼とき　11月 23日（土・祝）
　　　　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）

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
産した農産物・加工品の販売や、
つきたてのもちの振る舞いを行
います。
▼とき　11月 24日（日）
　　　　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）

こどもの森 12 月の催し

【木の実の工作】
▼とき　12 月１日
（日）、午前 10時～
正午
▼参加料　無料
▼冬季開館日　毎週土・日曜日
と祝日、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）

未 来 を つ く る ナ ラ テ ィ ブ
café ～映画で話そう、私た
ちの暮らし～

【もし、あなたが認知症になっ
たら、どこでどのように暮らし
たいですか？】
▼とき　12月７日（土）、午後
１時 30分～４時 30分（１時
から受け付け）
▼ところ　弘前医療福祉大学
（小比内３丁目）４階セミナー
ホール

▼内容　映画「ぼくとケアニンと
おばあちゃんたちと」の上映／
ワークショップ…映画やテーマ
について参加者同士の話し合い
▼定員　70人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　専用フォーム
（https://ssl.form-mailer.
jp/fms/985d6684639828）
または電話で申し込みを。
■問ひろさきナラティブ．net
（ 木村さん、☎ 080-3742-
1908、午後５時以降）
※平成 31年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

農の手しごと展

▼とき　12月６日（金）・７日
（土）の午前10時～午後３時
▼ところ　百石町展示館
▼内容　農家女性による手工芸
品の展示・販売、ワークショッ
プ（飾りひょうたん、染め物な
どの小物作り）、農産物や手作
り加工品の販売
■問ひょうたん倶楽部（渋川さん、
☎090-9632-9741）

親子サイエンスカフェ
in ひろさき

　研究者・技術者と一緒に、科
学実験などをします。親子で楽
しく科学の面白さに触れてみま
せんか。
▼とき　12月 14日（土）
　　　　午後１時30分～３時
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼対象　小学生と保護者＝ 15
組程度（先着順）
▼参加料　無料
■問 12 月５日までに、電話、
ファクス、またはEメールで、
青森県商工会議所連合会（☎
017-734-1311、■Ｆ 017-775-
3567、■Ｅ staff@acci.or.jp）へ。
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空き家をしっかり
管理しましょう 空き家対策講座・個別相談会

　市では今年度市内13地区で空き家対策講座と
個別相談会を開催しており、12月は下記の日程
で開催します。各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。
●清水地区　12 月１日（日）、講座＝午後２時
～３時／相談会＝午後３時～４時、清水交流セン
ター（大開２丁目）
●東目屋地区　12 月７日（土）、講座＝午後２
時～３時／相談会＝午後３時～４時、東目屋ふれ
あいセンター（中野字中豊田）
●船沢地区　12月 14日（土）、講座＝午後２時
～３時／相談会＝午後３時～４時、船沢公民館（折
笠字宮川）
●高杉地区　12月 14日（土）、講座＝午後４時
～５時／相談会＝午後５時～６時、北辰学区高杉

ふれあいセンター（独狐字山辺）
▼対象　各開催地区の居住者
▼参加料　無料
▼申し込み　講座は事前の申し込みは不要。相談
会は事前の申し込みが必要。締め切りは以下のと
おり（当日参加もできますが事前の申し込みを優
先します）。
清水地区…11月 27日／東目屋地区…11月 29
日／船沢地区…12月６日／高杉地区…12月６日
※詳しくは、各地区の回覧板か、市ホームページ
をご覧ください。
■問い合わせ・申込先　建築指導課空き家対策
係（〒 036-8551、上白銀町１の１、市役所３
階、☎ 40-0522、ファクス 38-5866、Eメー
ル kenchikushidou@city.hirosaki.lg.jp

納付税額が高くなる場合があります損害賠償を請求される場合があります

　「特定空家等（＊）」になり「勧告」を受けると、
固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外され
ます。その場合、土地にかかる固定資産税等が高
くなります。
＊特定空家等とは
① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険
となるおそれのある状態
② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる
おそれのある状態
③ 適切に管理が行われていないことにより著し
く景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放
置することが不適切である状態

空き家の所有者には
管理責任があります

シリーズ⑦
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

　空き家を適切に管理しないと老朽化が進み、台風や地震などで建物や塀が倒壊したり、樹木が倒れたり
することもあります。近隣の建物に被害を与えたり、他人にけがをさせた場合、空き家の所有者や管理者
は、損害賠償などで管理責任を問われることがあります。

倒壊や火災で、隣接家屋
が全壊・死亡事故が起
こった場合
損害賠償額：約２億円
※夫婦、子供の計３人が死亡

試算
外壁材等の落下により道
路歩行者の死亡事故が起
こった場合
損害賠償額：約６千万円
※子供１人が死亡

　　　　　　　弘前圏域空き家・空き地バンク登録物件募集中！
　空き家をお持ちの人は、気軽にご相談ください。農地付きの空き家も登録可能です。
■問い合わせ先　弘前圏域空き家・空き地バンク協議会事務局（建築指導課内、☎40-0522）

出典：公益財団法人 日本住宅総合センターによる損害額の
試算結果

【空き家の総合相談窓口】　建築指導課空き家対策係（☎40-0522）

市政情報Town Information
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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。

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、人命に関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。

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。

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。

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。

■問い合わせ先　
道路維持課（茜町２丁目、☎32-8555）

國さん、☎080-1831-8432）
※平成31年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

「食べる＋学ぶ＋歩く」
五感で弘前体験会

▼とき　11月 30日（土）、午
前11時30分～午後３時30分
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼内容　①津軽の郷土料理につ
いて（食事付き）／②観光ガイ
ドによるミニ講座「弘前のなり
たちについて」／③弘前公園周
辺の洋館等をガイド付きで散策
▼対象　50 歳以上の市民＝
16人（先着順）
▼参加料　1,000 円
■問 11月25日までに、電話また
はEメールで弘前豊徳会サンタ
ハウス弘前公園（阿保さん、☎
88-7707、 ■Ｅ santa-kouen@
gaea.ocn.ne.jp）へ。

親子お天気実験教室

▼とき　12月 14日（土）
　　　　午後１時～２時30分
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）世代交流室
▼内容　実験を通して、気圧や
天気図について学び、簡単な天
気の予想を行います。
▼対象　小学生と保護者＝ 10
組（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み受け付け　11 月
20日～ 12月８日
■問 青森県気象予報士会（■Ｅ
aomori.yohou@gmail.com）

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 24日、12月１
日・８日・15日（いずれも日
曜日）の午前10時～午後３時
▼ところ　市立観光館（下白銀
町）１階多目的ホールほか
▼入場料　無料
■問市立観光館（☎37-5501）

郷土文学館
ラウンジのひととき

▼とき　12月７日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館（下白銀町）
▼テーマ　詩と音楽と遊ぼう
▼出演　船越素子さん（詩人）、
竹内晃さん（シンガーソングラ
イター）
▼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）

2019 年「気象講演会」

▼とき　12月７日（土）
　　　　午後１時30分～４時
▼ところ　弘前大学創立 50周
年記念会館（文京町）みちのく
ホール
▼内容　講演①「近年の極端な
気象現象の変化と豪雨をもたら
す線状降水帯」、講演②「気象
変動と日本の水産資源・旬の食
卓の変化」
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 2019年「気象講演会」事務
局（青森地方気象台防災管理グ

ループ外川さん、☎017-741-
7413、 ■Ｆ 017-741-7577、
■Ｅ Chiyoshi.sotokawa-a@
met.kishou.go.jp）

poco a poco アートのたまご
絵本と絵画の鑑賞会

▼とき　12 月 15 日（日）の
①午前 10時～正午、②午後１
時30分～４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室１
▼内容 　絵本のおはなし会、
コラージュ（切り絵）の絵画鑑
賞会とワークショップ
▼対象　①幼児～小学校低学年
の子と保護者、②小学生と保護
者
▼定員　各24人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　11月17日正
午から、専用フォーム（http://
home.hirosaki-u.ac.jp/
artworld/contact/artegg-
request191215/）で申し込みを。
■問アートワールドひろさき（出
〈いで〉さん、■Ｅ artworld@
hirosaki-u.ac.jp、☎39-3383、
平日の午前９時～11時）
※平成31 年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

リサイクル推進セミナー

▼とき　11月 29日（金）
　　　　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　県職員による講演「持
続可能な社会をリサイクルで青
森県から」など
▼定員　100人
▼参加料　200円（資料代）
■問もったいないつがるの会（三

 教室・講座

●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

広報ひろさき　２０１９.１１.１5　【雪処理の手引き】



広報ひろさき　２０１９.１１.１5　【雪処理の手引き】

保存版  令和元年度 雪処理の手引き保存版  令和元年度 雪処理の手引き

　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（☎40-2955）

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　令和２年３月31日（火）
■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（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。また、状況によって対応できな
い場合があります。

■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　道路維持
課（茜町２丁目、☎ 32-
8555）

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）

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、上記の道路維
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＝障がい福祉課
（市役所１階、☎40-7036、40-7122）／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）

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、土・日曜日、祝日は休み）
※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）。

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３
階、☎40-0522）
●命綱・安全帯・ヘルメットの貸し出しについ
て…市民協働課（市役所２階、☎ 40-0384）／
弘前消防本部（本町、☎ 32-5199）／東消防
署（城東中央５丁目、☎27-1151）

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雪止め金物を利用する場合は、作業する斜面側
に取り付けられた雪止めに結ぶ必要があります

（一般的に押し下げる力に耐力が大きく、押し上
げる力には耐力が小さいため）。
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３階、☎
40-0522）

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
どが流出する事故が多発しています。油流出事
故が発生すると、河川に流れ出ることもあり、
水道水や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。事故を防ぐた
めに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、油が漏れても、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。
■問い合わせ先　環境課環境保全係（☎ 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（☎
017-734-9662） ／ 中南地域県民局地域整
備部河川砂防施設課（☎34-1283）

第 13 回弘大病院がん診療
市民公開講座

▼とき　12 月１日（日）
　　　　午後１時～３時30分
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼内容　講演「すい臓がんの治
療について」…講師・石戸圭之
輔さん（弘前大学大学院医学研
究科消化器外科学講座准教授）、
「知って得する前立腺がんの話」
…講師・大山力さん（弘前大学
医学部附属病院泌尿器科学講座
教授）
▼定員　100人
※事前の申し込みは不要。
▼参加料　無料
■問弘前大学医学部附属病院がん
相談支援センター（高谷さん、
☎ 39-5174）

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の教室

【プロが教えるかんたん楽しい
クリスマスエコクッキング教室】
▼とき　12 月７日（土）、午
前９時30分～正午
▼献立　大根のピラフ、ピンク
バナナゼリーなど全４品
▼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
（親子参加も可）
▼持ち物　エプロン、ふきん、
マグカップ、大皿１枚（直径
25cm程度）、はし、スプーン、
米一人当たり0.5 合
▼申し込み受け付け　11 月
24日（日）から

【オリジナルキャンドルとクリ
スマス飾り作り教室】
　使い残しのろうそくと空きび
んを使ったオリジナルキャンド
ルや木製のミニツリーを作りま
す。

▼とき　12月 14日（土）、午
前９時30分～正午
▼対象　小学生以上＝15人
▼講師　尾崎行雄さん
▼持ち物　ジャムなどの空きび
ん（容量が 200ml 程度のもの
１つ、ラベルをはがしたもの）、
飾りに使いたいシール、汚れて
も良い服装
▼申し込み受け付け　12 月１
日（日）から

【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21日（土）、午前
９時30分～午後３時
▼対象　20 組（1人での参加
も可。制作は１組１基。）
▼講師　尾崎行雄さん
▼持ち物　昼食、飲み物、汚れ
ても良い服装
▼申し込み受け付け　12 月８
日（日）から
～共通事項～
▼参加料　無料
※いずれも小学生の場合は保護
者の同伴が必要。
■問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（町田字筒井、☎ 36-
3388、午前９時～午後４時、
月曜日は休み）

市民ボランティア講座

【人が繋がる地域の居場所づく
りについて】
▼とき　12月 6日（金）
　　　　午後６時～８時30分
▼ところ　弘前大学（文京町）
創立50周年記念会館2階岩木
ホール
▼内容　基調講演…地域づくり
と子ども食堂について／パネル
ディスカッション…本県の現状
について
▼講師　山屋理恵さん（インク
ルいわて理事長）

▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学ボランティアセン
ター（☎39-3268）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集

　気軽に誰でも参加し、情報収
集ができるボランティア講座で
す。
▼ と き　12 月７日
（土）、午後１時 30
分～３時 30分
▼ところ　ヒロロ（駅
前町）３階多世代交流室１
▼テーマ　「昔の歌あそび（お
手玉・まりつき・竹がえし）」
～昔の歌あそびを懐かしんでみ
ませんか？～
▼講師　新岡みつゑさん
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター
（市民参画センター内、☎ 38-
5595）

ベテランズセミナー

【免疫と病気について】
▼とき　12月 12日（木）、午
前10時～11時30分
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）２階中会議室
▼講師　小山内麻恵さん（青森
ヤクルト販売）
▼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　12 月 11 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）
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④屋根昇降用タラップ

⑤壁に固定金物を取り付けし、

ロープを結び作業

⑦くい等により、下端固定

① Ｌ形鋼を雪止金物複数に固定

② 雪止金物複数にロープ固定

③壁の固定金物に対して水平にワイ

ヤーを張り、 ロープを取り付けて作業

はしご ⑥はしごのずれ防止金物取り付け

①

②

Ｌ形鋼

③

④

⑤
⑥

⑦
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ング」を学びます。
▼とき　12月 15日（日）
午後１時～４時 30分（受け付
けは午後０時45分から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼内容　スポーツにおけるリズ
ムとは（座学）／スポーツリズ
ムトレーニング体験（実技）
▼定員　40人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、室内用
シューズ、タオル、飲み物
※事前の申し込みが必要。
■問 スポネット弘前　（☎ 32-
6523、午前８時 30 分～午後
５時30分）
※平成 31年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

かっこいい大人養成講座３

【足つぼマッサージ講座～見えな
い足のウラから健康的に！～】 
▼とき　12月 15日（日）
　　　　午前10 時 ～正午
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）和室
▼内容　実際に足
つぼマッサージを
体験し、体調を整
えていく方法を学びます。
▼講師　稲垣康子さん（地球足
もみ健康法実践普及協会賛助会
員）
▼対象　市内に在住または通
学・通勤している、18歳から
50歳までの人＝15人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　フェースタオル
■問 12月８日までに、電話、ファ
クスまたは E メール（住所・
氏名〈ふりがな〉・年齢・性別・
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。

寄せ植え教室

▼とき　11月 24日（日）
　　　　午前10 時～正午
▼ところ　ワークトーク弘前
（清野袋３丁目）
▼内容　クリスマス用の寄せ植
え
▼定員　20人
▼参加料　1,500 円
※事前の申し込みが必要。
■問ワークトーク弘前（☎ 38-
3711、月曜日と祝日は休み）

地域未来創生塾＠中央公民館

　今後の地域づくり活動に役
立つ全 10 回の講座やワーク
ショップです。
▼日程と内容　第5回＝12月
11 日（水）…「農福連携って
何だろう？～管理会計の理論か
ら～」／第 6回＝ 12月 25日
（水）…「統計データを活用し
よう！統計調査の重要性」
※時間はいずれも午後 6時 30
分～ 8時。
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）２階第3会議室
▼講師　第 5回＝小杉雅俊さ
ん（人文社会科学部准教授）／
第 6回＝花田真一さん（人文
社会科学部講師）
▼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。詳しくはホー
ムページ（■Ｈ http://human.
cc.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）で
確認を。
■問中央公民館（☎ 33-6561、
火曜日は休み）、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）

カカオから作ってみよう！
親子チョコレート作り教室

▼とき　12月15
日（日）、午後１
時～４時
▼ところ　弘前文
化センター（下白銀町）調理実
習室
▼講師　須藤銀雅さん（浪漫須
貯古齢糖）
▼対象　市内在住・通学の小学
生とその保護者＝ 18組（先着
順）
▼参加料　１人500円
▼持ち物　エプロン、三角巾、
布巾
▼申し込み方法　12 月６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）

市立博物館歴史講座

▼とき　12月 15日（日）
　　　　午後２時～３時15分
▼ところ　市立博物館（下白銀
町）
▼テーマ　津軽三十三霊場の形
成と歴史的特徴
▼講師　長谷川成一さん（弘前
大学名誉教授）
▼定員　100人（先着順）
▼参加料　無料（観覧料が必要）
■問 11 月 27 日から、市立博物
館（☎35-0700）へ。

スポーツ指導者講習会

　運動パフォーマンスの向上や
ケガの予防としても注目されて
いる「スポーツリズムトレーニ

“津軽の味っこ”
伝承料理講習会

▼と き　12 月
20日（金）、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　炊き込みごはん、紅鮭
と竹の子のすし、ふきと身欠き
にしんの煮付け、葉くるみ、長
いものおとし汁の調理実習
▼定員　30人
▼参加料　2,000円（当日徴収）
▼持ち物　エプロン、三角巾
▼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 28 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（鈴木さん、
☎ 33-4821）

「子どもミュージカルクラブ
短期集中講座」会員募集

▼とき　12 月 25 日～ 27日、
１月８日～ 10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　ミュージカルの基本で
ある「歌」「踊り」「演技」につ
いての学び・練習、発表
▼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―プ「リエゾン」）
▼対象　市内在住・通学の小学

校３年生～中学生＝ 20人（先
着順）
▼参加料　1,000 円
▼持ち物　室内用シューズ、汗
ふきタオル、飲み物、筆記用具
※靴下を必ず履き、動きやすい
服装で参加してください。
▼その他　応募者が少ない場合
は、講座を開催しないことがあ
ります。その場合、申し込み締
め切り日以降に連絡します。
■問はがき、ファクス、E メー
ル、または窓口で（住所・氏
名〈ふりがな〉・性別・電話番
号・学校名・学年・保護者氏
名を記入）で、12月９日まで
に、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。

成年後見制度研修会～寄り
添い、支える市民後見人の
活動～

▼とき　12月 23日（月）
　　　　午後１時30分～５時
▼ところ　ホテルニューキャッ
スル（上鞘師町）「麗峰の間」
▼内容　①基調講演「これから
の地域を支える仕組み～市民後
見人の活動と中核機関の役割
～」…講師・水島俊彦さん（法
テラス埼玉法律事務所弁護士）、
②シンポジウム「市民後見人の
活動報告」…発表・弘前市市民
後見人２人
▼定員　100人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　12 月 16 日
までに、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。
■問弘前市成年後見支援センター
（☎ 31-0430、 ■Ｆ 55-0891、
■Ｅ hirosaki_kouken@yahoo.
co.jp）

 

人の動き PopulationPopulation

  前月比
・人口 170,556人 （－4）
     男 78,084人（－25）
     女 92,472人（＋21）
・世帯数 72,037世帯（＋78）

令和元年10月１日現在

 

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
12／1 五日市内科医院

（植田町）
☎35-4666

8 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

15 千葉胃腸科内科医
院（石渡３）

☎36-7788

22 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

29 伊東クリニック
（元大工町）

☎32-0630

耳鼻咽喉科・眼科
12／8 一戸眼科医院

（富田２）
☎32-3076

22 福島耳鼻咽喉科
（百石町）

☎32-5032

31 伊藤眼科
（南大町２）

☎36-6105

坂本耳鼻咽喉科医
院（南瓦ヶ町）

☎33-6373

歯　科
12／1 第一ファミリー歯

科（城東中央３）
☎28-1888

８ 副島歯科医院
（稔町）

☎38-7272

15 なるみ歯科
（大清水４）

☎38-1115

22 ソレイユ歯科医院
（新町）

☎39-7303

29 梅村歯科クリニッ
ク（石渡１）

☎32-7311

31 鳴海デンタルクリニ
ック（城東中央３）

☎26-2301

川村歯科医院
（野田１）

☎32-4073
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町会活性化支援補助金の
申請期限を延長します

　役員の担い手確保や行事の参
加者・町会加入者の増加などに
つながる事業について、簡単な
制度の概要から具体的な書類の
書き方まで、相談は随時受け付
けしていますので、気軽にお問
い合わせください。
▼申請期限　令和２年２月14日
※予算の範囲を超えた場合は受
け付けを締め切ります。
■問 市民協働課（☎40-0384、
■Ｅ shiminkyoudou@city.
hirosaki.lg.jp）

市民参画センターの
ロッカーなどの利用申請受付

　市民参画センターに設置して
いる団体用ロッカー、レター
ケースの令和２年度年間利用分
事前申請の受け付けをします。
▼受付期間　11月 15日（金）、
午前９時～令和２年１月 16日
（木）、午後７時30分
▼利用期間　令和２年４月８日
～令和３年３月31日
▼募集台数　団体用ロッカー
53 台＝年額１台 3,120 円、

レターケース48台＝無料
▼申請書類の配布方法　申請書
類は窓口で配布するほか、市
ホームページでもダウンロード
できます。
▼その他　現在利用している人
も申請が必要です。市民参画セ
ンターの利用団体登録が必要で
す。申し込み多数の場合は抽選
となります。抽選の実施につい
ては受付期間終了後、市ホーム
ページでお知らせします。
■問市民参画センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎31-2500）

ヒロロ３階総合行政窓口
休業日のお知らせ

　システム改修作業のため、次
の期間を休業とします。
　ご不便をおかけしますがご理
解とご協力をお願いします。
▼期間　11 月 30 日（土）～
12月１日（日）
■問市民課（☎35-1113）

ひろさき広域出愛サポート
センター 11 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。出愛サポーターも随時募集
しています。
▼とき　11月 24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・月曜日と祝日を除く、午
前10時～午後７時〉）

流木を一般提供します

　岩木川ダム統合管理事務所
（津軽ダム）では流木を希望者
に、無料で提供します。
▼申 し 込 み・ 提 供 日　11 月
18日（月）から
▼受付時間　午前９時～午後３
時（先着順、無くなり次第終了）
▼配布場所　津軽ダム貯水池周
辺（西目屋村川原平地内）
※県道岩崎・西目屋・弘前線に
看板を表記します。
▼その他　運搬および切断にか
かる手間は自己負担とします。
第三者への転売（売買目的）は
禁止します。
■問岩木川ダム統合管理事務所管
理課（☎85-3007）

消費税軽減税率制度説明会

　消費税の軽減税率制度の概要
や記帳方法等について説明しま
す。
▼ と き　11 月 21 日、12 月
５日・19日（いずれも木曜日）
の午後１時30分～３時

▼ところ　弘前税務署（本町）
２階大会議室
▼定員　各30人（先着順）
▼参加料　無料
■問弘前税務署（☎ 32-0331、
音声案内に従い「２」を選択）

給与支払報告書の提出は
eLTAX（エルタックス）で

　eLTAXは、地方税に関する
手続きをインターネットを利用
して電子的に行うシステムで、
次のような利点があります。
○手続きは自宅やオフィスから
可能
○複数の地方自治体にまとめて

一度に送信が可能
○ eLTAXのサービスは無料
　国と地方にそれぞれ提出する
義務のある源泉徴収票・給与支
払報告書を一括して、eLTAX
で一元的に送信することができ
ます。詳しくはホームページで
確認を。
■問地方税共同機構（☎0570-
081459、■Ｈ http://www.eltax.
lta.go.jp）

指名手配被疑者の検挙に
ご協力を !

　令和元年８月末現在、全国の
警察から指名手配されている者

 

 その他

（※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。／（※３）…曜日・時間を第３希望まで記入。／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。詳しい持ち物等は各施設に確認を。

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はるか夢
球場ポジテ
ィブフィッ
トネス教室

❶ 12 月２日～３月 16 日の
毎週月曜日（1 月 13 日・
27 日・２月 24 日を除く）、
午後２時～３時
❷ 12 月４日～２月 26 日の
毎週水曜日、午前 10 時 30
分～ 11 時 30 分
❸ 12 月６日～２月 28 日の
毎週金曜日、午前 10 時 30
分～ 11 時 30 分

はるか夢球
場（豊田 2
丁目）２階
多目的室３

❶シェイプ
アップヨガ
❷リフレッ
シュヨガ
❸ピラティ
ス

18 歳以上の
男女（高校
生不可）＝
各回 10 人

１人 500 円
（傷害保険料
込）
全 12 回参加
の場合は
5,500 円（初
回時一括払
いに限り）

事前に弘前市運動公園
（☎ 27-6411）へ。
※各自ヨガマット持参、
レンタル１枚 100 円。

②市民太極
拳教室

12 月６日～ 27 日の毎週
金曜日の午後１時～３時、
土曜日の午前 10 時～正午

笹森記念体
育館（下白
銀町）武道
場

太極拳の基
本 30 人 無料

弘前市武術太極拳連盟
（鹿内さん、☎ 080-
1809-1273）

（※ 2）
③健康サポ
ート教室
～体のゆが
み改善～

12 月 10 日・24 日の午前
10 時～ 11 時

温水プール
石川（小金
崎字村元）
研修室

体のバラン
スを整える
運動

65 歳以上の
市民＝各回
15 人（先着
順）

無料
11 月 20 日から、温水
プール石川（☎ 49-
7081）へ。

④高齢者健
康トレーニ
ング教室

毎週月曜日～土曜日の❶午
前８時 50 分～、❷午前９
時 50 分～、❸午前 10 時
50 分～、❹午後１時 40
分～、❺午後２時 40 分～、
❻午後３時 40 分～（いず
れも 40 分程度）

ヒロロ（駅
前町）３階
高齢者健康
トレーニン
グ教室

６種類のト
レーニング
マシーンを
使った軽い
負荷運動

65 歳以上の
市民＝ 100
人

無料

12 月７日（必着）まで
に、往復はがきで、健
康トレーニング教室（〒
036-8003、駅前町９
の 20、☎ 35-0161）
へ。

（※ 1）、（※ 3）

⑤からだス
ッキリ実践
講座

１月 10 日～３月 13 日の
毎週金曜日、午前 10 時
30 分～正午

高杉ふれあ
いセンター

（独狐字山
辺）

関節のトラ
ブルや生活
習慣病の予
防・改善の
ための運動

医師より運
動制限の指
示を受けて
いない 40 歳
以上の市民
＝ 50 人

無料

12 月 13 日（必着）ま
でに、弘前市保健センタ
ー（〒 036-8711、野
田２丁目７の１、☎
37-3750）へ。

（※ 1）、（※ 2）

 各種スポーツ・体操教室

は、約600人に上っています。
　これらの被疑者は、殺人、強
盗、暴行、傷害、窃盗、詐欺、
横領などの事件に関して指名手
配されており、再び犯行を行う
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
います。捜査には皆さんのご協
力が必要です。ささいなことで
も結構ですので、警察に通報
をお願いしま
す。
■問弘前警察署
刑 事 第 一 課
（☎ 32-0111
〈内線 332〉）

使ってみませんか
公共交通

　市内の公共交通の現状や、平成27年
度から始まり対象区域を拡大している
乗り合いタクシーについて紹介します。
〇放送日　11 月 30 日（土）、午前
10時 15分～ 10時 30分
〇放送局　青森放送（RAB）

　自治総合センターでは、宝くじの社会貢献
広報事業として、市町村や町会などのコミュ
ニティ組織が主体となって実施する地域活動
に対し、各種助成金を交付しています。
　本年度は、弥生町会の申請が採択され、
宝くじの助成金で除雪機がコミュニティ活
動備品として整備されました。
■問 い 合 わ せ 先　市民協働課（☎ 40-
0384）

市のテレビ番組コミュニティ　
助成事業を活用弥生町会に除雪機が整備されました
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　ジャズの生演奏を聴きながら、地域の食や交
流も楽しめる毎年大盛況のイベント！！
ひと足早いクリスマスをお届けします♪
▼とき　11月 30日（土）、午後6時～ 9時（午
後5時開場）
▼ところ　中央公民館相馬館『長慶閣』（五所字
野沢）
▼出演　Swing Hat Jazz Orchestra
▼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。）
▼チケット販売箇所　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　会場内で飲み物、軽食類、相馬地区
特産品の販売やクリスマス抽選会を行います。
■問い合わせ先　相馬総合支所（☎84-2111）

第12回食育フェスティバル 

　「りんご」をテー
マに、楽しく食育に
ついて学べます。ぜ
ひ遊びに来てくださ
い。
▼とき　11月 24日（日）、午前 10時～午後１
時
▼ところ　３階イベントスペース
▼内容　①ステージ…10時 30分～＝「ふるさ
とのたべものビンゴ」（ビンゴカード配布は 10
時 15分～、先着 30組限定）／ 11時～＝「み
んなで体を動かして、もりもり食べて元気にな
ろう！」東北女子短期大学生活科
②ブース…３つの体験！りんごクイズにチャレ
ンジ！／試食・簡単あっぷる春巻き、りんごパ
フェ／作ってみよう、りんごアイス／野菜足り
てる？手のひらでわかる食生活／りんごの紹介・
販売
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問い合わせ先　ヒロロスクエア賑わい創出委員
会事務局（弘前市民文化交流館内、駅前町、☎
35-0154〈午前８時30分～午後９時〉）

ヒロロスクエアのイベント

相馬でＪＡＺＺを聴かＮＩＧＨＴ２０１９

※ヒロロスクエアのイベントの詳細は、ヒロロスクエアホームページ（http://www.hirorosquare.
jp/）のイベントカレンダーをご確認ください。

♪♬♪

　「グッド・トイでメリークリスマス」と題し、トー
クショーやワークショップ、販売を行います！
▼とき　11 月 30 日（土）、正午～午後５時／
12月１日（日）午前 10時～午
後４時
▼ところ　３階イベントスペース
■問い合わせ先　駅前こどもの広
場（☎35-0156）

グッド・トイ2019 in ひろさき　　　
～生涯木育 子どもからお年寄りまで～

講演会「さあ、パパを楽しもう！
～グッドパパからスマイリングパパへ～」
　パパもママも笑顔で子育てするために、パパ
ができることは何でしょうか。
▼とき　12 月８日（日）、午後 1時 30 分～３
時 30分
▼ところ　３階イベントスペース
▼講師　齊藤望さん（ファザーリング・ジャパ
ン東北理事）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
※託児あり（先着10人）。
■問い合わせ先　ヒロロスクエア賑わい創出委員
会事務局（☎35-0154）


