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※詳しくは市ホームページで確
認するか問い合わせを。
▼入場料　無料 

■問産業育成課（☎32-8106）

弘前工業高等学校定時制
第 11 回工業技術科展

　機械・電気とインテリアの２
コースの特色を生かした実習製
作品や卒業製作品を展示します。
▼とき　２月１日（土）・２日
（日）の午前10時～午後５時
▼ところ　百石町展示館第１展
示室
▼内容　金属加工、制御装置、
木工家具、模型などの作品展示
▼入場料　無料
■問弘前工業高等学校定時制（石
動さん、☎32-6241）

5 台ピアノコンサート
「10hands」

▼とき　２月１日（土）・２日
（日）、午後６時～
▼ところ　青森県立美術館アレ
コホール（青森市安田）
▼入場料（前売り）　一般＝
3,000 円／学生＝ 2,000 円／
ペア＝5,000円　
※小・中学生、高校生の無料招
待あり。チケット購入方法など、
詳しくは問い合わせを。
■問青森県立美術館パフォーミン
グアーツ推進実行委員会事務局
（☎017-783-5243）

青森県明るい選挙啓発ポス
ターコンクール入賞作品展

▼とき　２月４日～ 11日の午
前９時～午後８時（４日は午後
３時から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３階
▼入場料　無料
■問選挙管理委員会事務局（☎
35-1129）

～共通事項～
▼観覧料　無料
■問文化財課（☎82-1642）

第 29 回日専連
全国児童版画コンクール
弘前地区選作品展示発表会

▼とき　１月 24日～ 26日の
午前 10 時～午後７時（26 日
は午後５時まで）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼入場料　無料
■問日専連弘前事務局（☎ 39-
2277〈平日の午前９時～午後
５時〉）

弘前大学大学院人文社会科学
研究科修士論文成果発表会

▼とき　１月29日（水）
　　　　午後２時30分～６時
▼ところ　弘前大学（文京町
キャンパス）創立 50周年記念
会館岩木ホール
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部教務
担当（☎39-3941）

弘前マイスター展

▼とき　２月１日（土）・２日
（日）の午前 10 時～午後４時
（２日は午後３時まで）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　市が認定する優れた技
能・技術者「弘前マイスター」
29人の活動内容紹介、技能の
実演・体験コーナー、製品の展
示

鳴海要記念陶房館の催し

【朗読会　ふぶきのあした
絵本「あらしのよるに」第６章】
▼とき　１月 19 日（日）、午
後１時30分～２時 30分ごろ
▼参加料　無料

【古布と小物展】
▼とき　1 月 23 日～ 26 日の
午前９時～午後４時（26日は
午後 3時まで）
▼入場料　無料
■問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎82-2902、火曜日は休み）

文化財課の催し

【子どもたちのひろさき歴史学
習作品展】
▼日程　１月 24日～ 30日の
午前９時～午後９時＝ヒロロ
（駅前町）３階／２月１日～９
日の午前 10時～午後８時＝さ
くら野弘前店（城東北３丁目）
４階リコルソ前ホール／２月
18日～ 24 日の午前 9時～午
後 9時＝イオンタウン弘前樋
の口
▼内容　三省・高杉・文京・裾野・
堀越小学校の児童が各学区にあ
る文化財などを調査し、その成
果として制作した作品の展示

【縄文遺跡パネル展「縄文遺跡
を掘る－弘前市内の調査成果か
ら－」】
▼とき　２月 11日～ 16日の
午前 10時～午後８時
▼ところ　さくら野弘前店４階
リコルソ前ホール
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意見や提案を
お寄せください

弘前市公営住宅等長寿命化計画（案）への
意見募集（パブリックコメント）

住所、氏名（法人などの場合は名称および代表
者氏名）、在住・在学の別（任意様式の場合は対
象①～⑥のいずれか）、件名（任意様式の場合のみ、
「弘前市公営住宅等長寿命化計画（案）への意見」
など）を記入し、次のいずれかの方法で提出して
ください。
❶郵送…〒 036-8551、上白銀町１の１、建築
住宅課宛て
❷建築住宅課へ直接持参（土・日曜日、祝日を除く）
❸ファクス…39-7119
❹Eメール…kenchikujuutaku@city.hirosaki.
lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総
合案内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民
生課、市民課駅前分室・城東分室、各出張所に設
置
※記入漏れがある場合は意見として受け付けませ
ん。また、電話など口頭では受け付けません。
▼意見の公表など　寄せられた意見などは、計画
策定の参考とするほか、後日集約し、住所・氏名
を除き、対応状況を市ホームページで公表します。
なお、個別回答はしませんので、ご了承ください。
■問い合わせ先　建築住宅課（☎35-1321）

　市民の皆さんから意見や提案を募集するため、
パブリックコメント（意見公募手続き）を実施
します。
▼内容　今年度で計画期間満了となる「弘前市
公営住宅等長寿命化計画」の、次年度からの計
画案
▼募集期間　１月 16日～２月 12日（必着）
▼閲覧方法
○市ホームページから閲覧
○次の場所で閲覧（土・日曜日、祝日を除く、
午前８時 30分～午後５時）
建築住宅課（市役所４階）、市役所総合案内所（市
役所１階）、岩木総合支所総務課（賀田１丁目）、
相馬総合支所民生課（五所字野沢）、市民課駅前
分室（駅前町、ヒロロ３階）、市民課城東分室（末
広４丁目、総合学習センター内）、各出張所
※市民課駅前分室は土・日曜日、祝日も閲覧可。
▼対象者　①市内に住所を有する人／②市内に
事業所等を有する人または団体など／③市内に
勤務する人／④市内の学校に在学する人／⑤本
市に対して納税義務を有する人または寄付を行
う人／⑥本計画（案）に利害関係を有する人
▼提出方法　指定の様式または任意の様式に、

市政情報Town Information

不明な点は
問い合わせを 介護保険料に関するお知らせ

　65歳以上の人（昭和 31年４月１日生まれま
での人を含む）で、無収入または遺族年金や障害
年金などの非課税年金のみの収入の人は、配偶者
控除または扶養控除の適用を受けていても、市・
県民税の申告が毎年必要です。また、過去２年度

分の申告をしていなかった場合、申告することに
より、さかのぼって介護保険料が減額となる場合
があります。不明な点はお問い合わせください。
■問い合わせ先　介護福祉課介護保険料係（☎
40-7049）

広告を
掲載しませんか 弘前市運動公園野球場のフェンス広告を募集

▼募集期間　１月31日（金）まで
▼募集方法　公募型競争入札
▼広告掲載期間　４月１日～令和５年３月31日
▼区画　外野ラバーフェンス14区画／ダッグアウ
ト上部２区画／ダッグアウト前防球フェンス６区画
▼入札方法　掲載場所区画ごとに入札を行い、高

額入札者から順に希望区画を選んでいただきま
す。なお、同額であった場合には抽選により決定
します。
▼その他　２月下旬に決定通知を送付予定、３月
31日が使用料納付期限です。
■問い合わせ先　文化スポーツ課（☎40-7115）


