
　風邪や季節性インフルエンザ対策同様、一人一
人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重
要です。感染対策に努めるようお願いします。
　集団感染の共通点は、「換気が悪く」、「人が密
に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の接
触する恐れが高い場所」の３点です。換気が悪く、
人が密に集まって過ごすような空間に集団で集ま
ることを避けてください。
※咳エチケットとは…咳・くしゃみをする際に、
マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口
や鼻をおさえること。
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　新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者が発生し、感染者や感染地域が拡大しています。青森県内で
も感染者が確認されていることから、新型コロナウイルス感染症に関する情報をお知らせします。

新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ

①新型コロナウイルス感染症に関する特徴
や予防方法など、一般的な相談や問い合わ
せについて

■青森県新型コロナウイルス感染症コールセン
ター（☎ 0120-123-801〈フリーダイヤル〉、
随時受け付け）
■厚生労働省電話相談窓口（☎ 0120-565653
〈フリーダイヤル〉、午前9時～午後９時受け付け、
ファクス〈聴覚に障がいのある人など電話での相
談が難しい人向け〉03-3595-2756）

②次の症状がある人について

●風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日（高齢
者や基礎疾患などのある人は２日）以上続いてい
る。
※解熱剤を飲み続けなければならないときを含
む。
●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）
がある。
■弘前保健所「帰国者・接触者相談センター」（☎
33-8521）
　弘前保健所で相談の結果、新型コロナウイルス
感染の疑いのある場合には、専門の「帰国者・接
触者外来」を紹介しています。マスクを着用し、
公共交通機関の利用を避けて受診してください。

感染症対策

☎ 相談窓口

※本誌は令和２年４月３日現在の情報を掲載
しています。新型コロナウイルス感染症に関
する最新情報については、下記のホームペー
ジで随時更新していますので、ご確認くださ
い。
■首相官邸ホームページ（http://www.
kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/
coronavirus.html）
■厚生労働省ホームページ（https://
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000164708_00001.html）
■ 市 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/important/corona-
virus.html）

「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）
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　イベント・行事などの実施を考えている市民の
皆さんは、次の①、②を参考に、実施や中止、延
期などの判断をお願いします。
　また、イベントや行
事を実施する際は、首
相官邸ホームページな
どで公開している感染
症対策のチラシなどを
使用し、参加する人に
対策方法の周知を図る
とともに、会場などで
は感染症対策をしっか
り行った上で、感染症
の拡大防止に努めるよ
うにお願いします。
　多くの人が集まるイベントや行事などに参加す
る場合も、一人一人が咳エチケットや頻繁な手洗
いなどの実施を心掛けるとともに、イベントや行
事などを主催する側においても、会場の入り口に
アルコール消毒液を設置するなど、可能な範囲で
の対応を検討するようにお願いします。なお、市
主催イベントなどの中止情報は、市ホームページ
で確認してください。
①基本的な考え方
●市が主催、共催するイベント・行事などについ

ては、すべての参加者および関係者の連絡先など
が把握できる場合は、感染防止対策を実施した上
で開催する。
●不特定の人が集まるイベント・行事などについ
ては、集団感染の要因となる「３つの条件が同時
に重なる場」を回避する対策や、感染防止対策を
実施した上で開催する。
※「３つの条件が同時に重なる場」の条件とは…
❶換気の悪い密閉空間、❷多くの人が密集、❸近
距離（互いに手を伸ばしたら届く距離）での会話
や発声。
②イベント・行事など開催時の感染防止対策
　次の項目など、取りうる限りの感染防止対策を
徹底する。
●会場にアルコール消毒液を設置し、確実に消毒
を実施すること
●会場の換気を十分に行うこと
●参加者への手洗いの推奨を行うこと
●参加者に咳エチケットの徹底を要請すること
●発熱や風邪症状がみられる人には参加自粛を協
力要請すること
●妊婦、高齢者および基礎疾患のある人で、感染
リスクが心配な人には参加自粛を協力要請するこ
と
■問い合わせ先　健康増進課（☎37-3750）

【生活費への支援】
　国では、新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、休業や失業などにより生計の維持が困難と
なった人に対し、生活福祉資金貸付制度における
緊急小口資金などの特例として、必要な資金を貸
し付ける制度を創設しました（右表参照）。
※必要書類など、詳しくは問い合わせを。
■問い合わせ先　弘前市社会福祉協議会（☎
33-1161）

【生活困窮の相談】
　ひろさき生活・仕事応援センターでは、生活困
窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関とし
て、暮らしや仕事、お金や家族についての総合的
な相談に応じるほか、無料職業紹介事業により、
個々の相談者の状況に応じた仕事のあっせんを行
います。
■問い合わせ先　生活福祉課就労自立支援室（☎
38-1260〈相談専用〉）

イベントや行事などの参加・開催について

　新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、
市役所・支所・出張所などへ来庁することなくで
きる手続きを下記のとおり案内しますので、ご利
用ください。

【証明書の郵送請求や申請書などの事前作成にご
協力をお願いします】
　各種証明書の請求書様式などは、市ホームペー
ジからダウンロードできますので、ご利用くださ
い。

【転出届は郵送でも提出できます】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、外出
を控えている場合の取り扱いとして、当分の間、
マイナンバーカードを持っている人の「特例の適
用」様式を使用して転出届を提出できます。

【転入・転居・世帯変更などの届出期限について】
　転入・転居・世帯変更などの住民票の異動に係
る手続きは、異動日から 14日以内の手続きが必

要ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、外出を控えている場合の取り扱いとして、当
分の間、14日を経過しても通常通り手続きでき
ます。

【マイナンバーカードの電子証明書は有効期限を
過ぎても更新できます】
　マイナンバーカードに搭載されている電子証明
書の有効期限を迎える人に、地方公共団体情報シ
ステム機構（J-LIS）から電子証明書の有効期限
のお知らせが送付されています。
　有効期限が過ぎた場合は、e-TAXなどの電子
証明書を利用したサービスを利用できなくなるた
め更新の手続きが必要ですが、有効期限が過ぎた
場合でも電子証明書の更新が可能です。
※各手続きについての必要書類や証明書の郵送請
求の方法など、詳しくは市ホームページで確認を。
■問い合わせ先　市民課受付係（☎35-1113）

市民課窓口利用者へのお知らせ

▲出典：首相官邸ホームページ

緊急小口資金 総合支援金（生活支援費）

貸付
対象者

新型コロナウイル
ス感染症の影響を
受け、休業などに
より収入の減少が
あり、緊急かつ一
時的な生計維持の
ための貸し付けを
必要とする世帯

新型コロナウイルス感染
症の影響を受け、収入の
減少や失業などにより生
活に困窮し、日常生活の
維持が困難となっている
世帯
※原則、自立相談支援事
業などによる継続的な支
援を受けることが要件。

貸付
上限額

10万円以内
※世帯員の中に、
①新型コロナウイ
ルス感染症の罹患
者がいるとき、②
要介護者がいると
き、③個人事業主
等の世帯などの場
合は、特例として
20万円以内

単身世帯 …月 15万円以
内
２人以上世帯…月20万
円以内
※貸付期間は原則3カ月
以内

措置期間 1年以内 1年以内
償還期限 2年以内 10年以内
貸付利子 無利子 無利子

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営
の安定に支障を生じている中小企業者を対象とす
る融資・支援制度を創設しました。
①市融資制度に特別小口枠を新設
融資上限＝ 300万円、返済期間＝７年以内（据
置１年以内）、資金使途＝運転資金、利子および
信用保証料＝市が全額補助
②県経営安定化サポート資金「災害枠」

融資上限＝ 3,000 万円、返済期間＝ 10年以内
（据置２年以内）、資金使途＝運転または設備資金、
年利＝0.9％、信用保証料＝全額を県と市が補助
※①、②の制度とも、セーフティネット保証４号・
５号、または危機関連保証の認定が必要です。
※詳しい内容や、県・国の支援策などについては
市ホームページで確認を。
■問い合わせ先　商工労政課（☎35-1135）

事業者への支援策

個人への支援策
個人向け緊急小口資金等の特例について
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　新型コロナウイルスの感染予防と拡大防止の観点から、令和２年4
月 23日（木）から5月 6日（水・振休）に開催を予定していた「弘
前さくらまつり」を中止するとともに、弘前公園を閉鎖することとな
りました。
　弘前公園の閉鎖期間は、４月10日（金）から5月 6日（水・振休）
までとなります。
　弘前公園のさくらを楽しみにされていた皆さんには、ご迷惑をおか
けしますが、ご理解いただきますようにお願いします。
■問い合わせ先　観光課（☎35-1128）

「弘前さくらまつり」の中止と弘前公園の閉鎖「弘前さくらまつり」の中止と弘前公園の閉鎖

新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ
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　平成26年 3月に策定した「弘前市雪対策総合
プラン」について、計画期間が終了したことに伴
い改訂案を策定します。
　このたび改訂案がまとまりましたので、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。
▼募集期間　５月15日（金・必着）まで
▼閲覧方法
〇市ホームページから閲覧
〇次の場所での閲覧（土・日曜日、祝日を除く、
午前８時30分～午後５時）
道路維持課（茜町 2丁目）、市役所総合案内所、
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　①市内に住所を有する人、②市内に事務
所または事業所を有する人または法人など、③市
内の事務所または事業所に勤務する人、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（改訂案）
に利害関係を有する人
▼提出方法・提出先　指定の様式または任意の様

式に、氏名（法人などの場合は名称および代表者
氏名）、住所、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（任意様式のみ「弘
前市雪対策総合プラン（改訂案）への意見」など）
を明記し、次のいずれかの方法で提出してくださ
い。
❶郵送…〒 036-8279、茜町２丁目５の１、道
路維持課宛て
❷道路維持課へ直接持参（土・日曜日、祝日を除く）
❸ファクス…32-3752
❹Ｅメール…douro_iji@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
せんので、ご注意ください。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、改訂
案の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所を
除き、対応状況を市のホームページで公表します。
なお、個別の回答はしませんので、ご了承くださ
い。
■問い合わせ先　道路維持課（☎32-8555）

　風しんは感染力が強く、風しんに免疫のない女
性が、特に妊娠初期に感染すると、高い確率で子
どもに障がいが発生する可能性があります。
　風しんの追加的対策は、令和４年３月までの３
年間、特に風しんの抗体保有率が低い男性を対象
に、国が全国的に実施しています。
　対象者には、無料のクーポン券を送付しますの
で、ぜひこの機会に抗体検査を受けましょう。
▼今年度対象　昭和 37年４月２日～昭和 47年
４月１日に生まれた男性
▼今年度実施期間　令和３年３月31日まで

▼実施場所　全国の契約医療機関や健診機関な
ど（詳しくは厚生労働省ホームページ〈https://
www.mhlw.go.jp〉から「風しんの追加的対策
について」で確認を）
▼接種料金　無料
▼持参するもの　クーポン券、本人確認書類（免
許証・マイナンバーカードなど）
▼その他　令和元年度対象で、まだ検査を受けて
いない人に再度クーポン券を送付しています。詳
しくは問い合わせを。
■問い合わせ先　健康増進課（☎37-3750）

あなたの意見を
市政のために

弘前市雪対策総合プラン（改訂案）への意見募集
（パブリックコメント）

意見や提案を
お寄せください

上下水道事業の計画についてパブリックコメント
（意見公募手続き）を実施します

伝統工芸品を
活用しよう 伝統工芸品活用促進事業費補助金

　人口減少に伴う料金収入の低下や、上下水道施
設の老朽化などの厳しい事業環境が予想される
中、過年度に策定した計画を見直し、今後の上下
水道事業の取り組み事項や方策を示す、「弘前市
水道ビジョン」・「弘前市水道事業経営戦略」・「弘
前市下水道事業経営戦略」を策定します。
　このたび、各計画の素案がまとまりましたので、
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。
▼募集期間　４月15日（水）～５月20日（水・
必着）
▼閲覧方法
〇市ホームページから閲覧
〇次の場所での閲覧（土・日曜日、祝日を除く、
午前８時30分～午後５時）
上下水道部総務課（岩木庁舎２階）、市役所総合
案内所、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　①市内に住所を有する人、②市内に事務
所または事業所を有する人または法人など、③市
内の事務所または事業所に勤務する人、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各計画（素案）に

利害関係を有する人
▼提出方法・提出先　指定の様式または任意の様
式に、氏名（法人などの場合は名称および代表者
氏名）、住所、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（任意様式のみ「弘
前市水道ビジョン（素案）への意見」など）を明
記し、次のいずれかの方法で提出してください。
❶郵送…〒 036-1393、賀田１丁目１の１、上
下水道部総務課宛て
❷上下水道部総務課へ直接持参（土・日曜日、祝
日を除く）
❸ファクス…55-9680
❹Ｅメール…suisoumu@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
せんので、ご注意ください。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、氏名・住所
を除き、対応状況を市ホームページで公表します。
なお、個別の回答はしませんので、ご了承くださ
い。
■問い合わせ先　上下水道部総務課（☎ 55-
9660）

　伝統工芸品の利用促進を図るため、市内の飲食
店や宿泊施設、洋服店、雑貨店などが購入する食
器や装飾品に市の伝統工芸品を活用する場合に、
購入費の一部を補助します。
▼募集期間　随時（予算が無くなり次第終了）
▼対象者　市内で店舗などを経営する法人または
個人そのほか市長が適当と認めるもの
▼対象経費　対象者が店舗などで使用する市の伝
統工芸品（食器や装飾品）の購入費
※交付決定日以降に、市内に本店を有する市内業
者から購入するもので、購入経費が７万円以上の
ものに限る。
▼対象工芸品　津軽塗、津軽焼、下川原焼土人形、
あけび蔓細工、津軽こぎん刺し、弘前こけし・木
地玩具、津軽凧、錦石、津軽打刃物、津軽竹籠、

ブナコ、津軽桐下駄、太鼓
▼補助金額　補助対象経費の２分の１（上限５万
円）
※制度の概要および交付申請書は市ホームページ
からダウンロードできます。
■問い合わせ・申請先　産業育成課（市役所５階、
☎ 32-8106）

対象者へクーポン
券を送付します

風しんの追加的対策
～これから生まれてくる赤ちゃんを社会全体で守るために！～

TownInformation 市政情報
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　対象施設を利用することで、帰りの弘南鉄道大　対象施設を利用することで、帰りの弘南鉄道大
鰐線運賃が 100円となる、弘南鉄道大鰐線を往鰐線運賃が 100円となる、弘南鉄道大鰐線を往
復利用する際にお得な「あんしんパス＋100」が、復利用する際にお得な「あんしんパス＋100」が、
対象施設を追加し、新名称「わにサポ」としてリ対象施設を追加し、新名称「わにサポ」としてリ
ニューアルしました。ニューアルしました。
　対象施設には、「わにサポ」利用者向けの独自　対象施設には、「わにサポ」利用者向けの独自
特典もあります。医療機関の受診だけではなく、特典もあります。医療機関の受診だけではなく、
美術館鑑賞や、日常の買い物にぜひ、大鰐線をご美術館鑑賞や、日常の買い物にぜひ、大鰐線をご
利用ください！利用ください！
▼▼新名称新名称　大鰐線生活応援きっぷ「わにサポ」　大鰐線生活応援きっぷ「わにサポ」
▼▼対象施設対象施設　医療機関（歯科含む）、温水プール　医療機関（歯科含む）、温水プール
石川、石川、【新規】【新規】弘前れんが倉庫美術館、弘前れんが倉庫美術館、【新規】【新規】中中
三弘前店三弘前店
※温水プール石川のプールは設備の不具合のため※温水プール石川のプールは設備の不具合のため
休場中ですが、そのほかの館内設備（健康ルーム休場中ですが、そのほかの館内設備（健康ルーム
など）については利用可能となっています。など）については利用可能となっています。
※弘前れんが倉庫美術館は、当分の間、開館を延※弘前れんが倉庫美術館は、当分の間、開館を延
期しています。期しています。
▼▼利用方法利用方法
①行きの電車から降りる際に、運転士または駅係①行きの電車から降りる際に、運転士または駅係
員に「わにサポをください」と伝え、「わにサポ」員に「わにサポをください」と伝え、「わにサポ」
を受け取ってください。を受け取ってください。
②「わにサポ」対象施設を利用した際、領収印な②「わにサポ」対象施設を利用した際、領収印な
どを「わにサポ」裏面に押印してもらってくださどを「わにサポ」裏面に押印してもらってくださ

い。い。
③「わにサポ」対象施設の利用日と同じ日付とな③「わにサポ」対象施設の利用日と同じ日付とな
るように、ご自身で「わにサポ」裏面のスクラッるように、ご自身で「わにサポ」裏面のスクラッ
チ部分をコインなどで削ってください。チ部分をコインなどで削ってください。
④帰りの電車から降りる際に、運転士または駅係④帰りの電車から降りる際に、運転士または駅係
員に「わにサポ」と一緒に 100円をお支払いく員に「わにサポ」と一緒に 100円をお支払いく
ださい。ださい。

大鰐線生活応援きっぷ「わにサポ」新登場！！大鰐線生活応援きっぷ「わにサポ」新登場！！

健康ひろさき12か条＆けんこうひろさきこども3か条
　健康増進計画「健康ひろさき 21（第２次）」の改定に伴い、健康増進のための実践的内容をまと
めました。できるところからコツコツと、家族、友人、学校、職場の皆さんで取り組んでみましょう。

▲「わにサポ」裏面▲「わにサポ」裏面

▲「わにサポ」表面▲「わにサポ」表面

健康寿命の延伸に向けて取り組もう！

■問い合わせ先　地域交通課（☎35-1124）

市政情報TownInformation TownInformationTownInformationTownInformation●弘前市役所　☎35-1111
●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

 イベント
まちなかクラフト村
弘前工芸舎・春限定企画展

　市内の工芸品を一堂に会した
セレクトショップを開催してい
ます。伝統的な作品や、現代の
生活様式を取り入れた作品な
ど、津軽の手仕事が集まる展示・
販売会です。
▼とき　４月 10日（金）～５
月 10日（日）の午前 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
■問産業育成課（☎32-8106）

陶芸家　鳴海要の資料展

　東北を代表するりんご釉（ゆ
う）の陶芸家として多くの作品
を残した鳴海要に関する本、写
真、下絵、色紙、生地などを展
示します。
▼とき　４月 18日（土）～５
月６日（水・振休）の午前９時
～午後４時
▼ところ　鳴海要記念陶房館
ギャラリー（賀田字大浦）
▼入場料　無料

【情報提供のお願い】
　鳴海要の陶芸作品や資料を
持っている人は、ご連絡くださ
い。
▼受付期間　４月 18 日（土）
～７月31日（金）

　瑞楽園は、藩政時代大庄屋を務めた豪農・對
馬家の庭園で、明治 23年から明治 38年まで
大石武学流宗家・高橋亭山が作庭し、昭和 3
年から昭和 11年にかけて、亭山の弟子である
池田亭月と外崎亭陽が完成させました。
　当園は、大石武学流庭園の特徴を端的に備え
た空間構成や添景物の風情を味わうことのでき

る優れた庭園です。
▼とき　4月 20日（月）～11月 20日（金）
　　　　午前9時 30分～午後 4時 30分
▼ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢26の 2）
▼入園料　無料
■問瑞楽園（☎96-2744、■Ｅ paysage@jom
on.ne.jp）

■問鳴海要記念陶房館（☎ 82-
2902、火曜日は休み、ただし、
５月５日は開館し７日は休み）
／博物館（☎35-0700）

りんご草木染展・
りんごビーズアクセサリー展

▼とき　４月 24日（金）～５
月 17日（日）の午前９時～午
後５時
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）りんごの家
▼内容　りんごのさまざまな部
位を使用し、淡い色合いに染め
上げるりんご草木染と、りんご
をモチーフにしたビーズ作品の
展示
▼入場料　無料
■問りんご公園（☎36-7439）

国指定名勝 瑞楽園 開園令 和 ２ 年 度

●健康ひろさき 12 か条
①主食、主菜、副菜をそろえ、減塩を心がけます。
②自分にあった適度な運動を日常生活に取り入
れます。
③適正体重を知り、維持します。
④節度ある適度な量の飲酒を心掛けます。
⑤適度な睡眠で休養を十分とります。
⑥たばこを吸いません。
⑦年 1回は健康診査を受け、自分の健康に関
心を持ちます。
⑧定期的にがん検診を受け、精密検査が必要な
ときは早めに必ず受けます。

⑨かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科健診
を受けます。
⑩悩んだときは、誰かに相談します。
⑪日々を豊かに過ごすため、趣味や生きがいを
持ちます。
⑫健康についての正しい知識を身につけます。

●けんこうひろさきこども 3 か条
①早寝 早起き 朝ごはん
②身体を動かして遊ぼう
③毎日歯みがき
■問い合わせ先　健康増進課（☎37-3750）
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▼出演　下川原久恭さん、今ゆ
き子さん（ともに「語る会」）
▼観覧方法　新型コロナウイル
ス対策のため、アップルスト
リームで無観客ライブを配信し
ます。右記のQR コードまた
は URL（http://
app les t ream.
jp/）からスマー
トフォンなどでご
覧ください。

【文学散歩「大鰐編」】
　大鰐温泉の文学ゆかりの地を
たどります。
▼とき　５月９日（土）、午前
９時 15分集合（９時 30分発
の弘南鉄道大鰐線に乗車しま
す）
▼集合場所　中央弘前駅
▼解散場所　大鰐駅
▼講師　櫛引洋一さん（企画研
究専門官）

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…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
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

弘前アーティスト・イン・
レジデンスがスタート

　市とともにローカルベン
チャー（地方での起業）の
育成に取り組んでいる Next 
Commons Lab 弘前（百石町）
において、アーティストインゲ
ストハウス運営プロジェクトに
取り組んでいるメンバーが、東
京を中心に活躍する美術家・酒
井一樹さんの個展を開催しま
す。

【酒井一樹個展「劇場のともだ
ち」】
▼とき　４月 11日（土）～５
月 16日（土）の午前 10時～
午後６時
※日曜日は休み（ただし、５月
３日は除く）。
▼ところ　HIROSAKI ORAN

DO（百石町）
※駐車台数に限りがありますの
で、公共交通機関・徒歩等でご
来場ください。
▼コンセプト　弘前の街で日々
密やかにゆらぐ風景を切り取
り、その地に足跡を残した寺山
修司と太宰治、そして２人に大
きな影響を与えたロシアの劇作
家アントン・チェーホフの言葉
を紡ぐことで、弘前という土地
を多面的な「劇場」に見立てま
す。
▼入場料　無料
■問樽澤武秀さん／樽澤優香さん
（■Ｅ hirosakiair@gmail.com）

ラウンジのひととき

▼とき　５月２日（土）
　　　　午後２時～３時
▼内容　小説からみる津軽富士

 

人の動き PopulationPopulationPopulation

  前月比
・人口 169,806人（－295）
     男 77,733人（－132）
     女 92,073人（－163）
・世帯数 71,862世帯（－143）
令和２年３月１日現在（推計）

▼定員　20人（先着順）
▼参加料　無料（ただし電車代
は各自負担）
▼持ち物　飲み物、雨具、タオ
ルなどを持参し、歩きやすい服
装で参加を。
▼申し込み方法　５月７日（木）
までに、電話または郷土文学館
窓口で申し込みを。
▼その他　小雨決行／自家用車
の場合は駐車料金は各自負担／
終了後アンケート調査にご協力
ください。／レクリエーション
保険は郷土文学館で加入済み。
■問郷土文学館（☎37-5505）

津軽三味線ミニライブ

　岩木山麓の自
然を背景に奏で
る、津軽三味線
の音色を楽しん
でみませんか。
▼とき　５月３日（日・祝）～
10月 25日（日）の毎週日曜・
祝日
▼開始時間と場所
〇午前11時 30分～、直売所 
野市里（ANEKKO、宮地字川添）
〇午後０時 30分～、岩木山神
社（百沢字寺沢）
〇午後１時 30分～、嶽温泉広
場（常盤野字湯ノ沢）
〇午後２時 30分～、岩木観光
物産案内所（百沢字裾野）
※演奏時間は約30分。
▼観覧料　無料
■問 岩木山観光協会 （☎ 83-
3000、午前９時～午後５時）

手作り絵本講習会

【世界に１冊だけの自分の絵本
を作ろう】
▼とき　５月 16 日（土）、午

 教室・講座

津軽ダム
　放流と、新色さくら色からレインボーまでの
ライトアップがコラボレーション。今春、津軽
ダムが輝きます。
▼とき　４月29日（水・祝）～５月６日（水・振休）
　　　　午後７時～９時
▼ところ　津軽ダム（西目屋村居森平）
■問岩木川ダム統合管理事務所広報担当（☎85-
3035、■Ｆ 85-3061、■Ｅ thr-iwakigawa01@
mlit.go.jp、■Ｈ http://www.thr.mlit.go.jp/
iwakito/、平日の午前９時～午後５時）

浅瀬石川ダム
　浅瀬石川ダム堤体を虹色に彩ります。ゲート
放流とのコラボレーションもお見逃しなく。
▼とき　５月１日（金）～６日（水・振休）
　　　　午後７時～９時
▼ところ　浅瀬石川ダム（黒石市板留）
■問岩木川ダム統合管理事務所浅瀬石川ダム
管理支所（☎ 54-8782、■Ｆ 54-8785、■Ｅ
thr-iwakigawa01@mlit.go.jp、■Ｈ http://
www.thr.mlit.go.jp/iwakito/、平日の午前
９時～午後５時）

※放流は、融雪や貯水量の状況
により行われるため、開始およ
び終了時期は未定で
す。詳しくは、ホー
ムページで確認を。

春のライトアップを行います

後１時～４時30分
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼講師　ささやすゆきさん
▼対象　親子10組（先着順）
▼ 参 加 料　１冊製作につき
100円
■問４月 17日（金）から、電話
または来所で弘前図書館（☎
32-3794）へ申し込みを。

グラスサンドをお母さんに
プレゼントしませんか

　グラスにカラーサンド（砂）
を重ね合わせて、世界に一つだ
けのグラスサンドアートを作っ
て、母の日にプレセントしませ
んか。
▼とき　４月 26日（日）の午
前 10時～、午前 11時～（各
回60分間）
▼ところ　南富田町体育セン
ター和室
▼対象　３歳以上＝20人
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　１人2,200円
※２人以上で申し込んだ場合は
１人につき550円割引します。
■問４月25日（土）までに、Eメー
ルで、日本サンドペインティ
ング協会青森県本部マンサー
ナ（小野さん、☎090-2367-
8198、 ■Ｅ info@manzana.
lovepop.jp）へ申し込みを。

伝統文化
こどもいけばなクラブ

▼とき　６月６日、７月11日、
８月８日、９月 12 日、10 月
10日、11月７日、12月５日（い
ずれも土曜日）の午前 10時～
11時 30分
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）２階第２会議室
▼対象　小・中学生＝20人
※事前の申し込みが必要。

▼参加料　各回 550 円（花材
費として）
▼持ち物　花包み（新聞紙、ビ
ニール袋など）、ノート（メモ、
スケッチ用）、筆記用具、雑巾
として使うタオルなど
■問５月 12日（火）までに、華
道家元池坊弘前支部（葛西さん、
☎27-0054）へ申し込みを。

はじめてのパソコン講座

▼ と き　５月 18 日・25 日、
６月１日（いずれも月曜日）の
午前10時～午後３時
※３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　パソコンの基本操作、
文字入力
▼対象　パソ
コン初心者の
市 民 ＝ 30 人
（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、昼食
■問４月 19日（日）以降に、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）へ申し込みを。
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中 央 公 民 館 か ら の中 央 公 民 館 か ら の
お し ら せお し ら せ

■問 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）

IT 活用力セミナー

① Excel の基本マスター
▼とき　５月27日（水）
▼申込期限　５月11日（月）
② Word の基本マスター
▼とき　６月17日（水）
▼申込期限　６月２日（火）
③ Excel の関数活用
▼とき　７月７日（火）
▼申込期限　６月19日（金）
▼ところ　①、③は JMTC 弘
前教室（外崎４丁目）、②は I・
M・S弘前教室（土手町）

【共通事項】
▼時間　午前９時30分～午後
４時30分
▼対象　企業（事業主）からの
指示を受けた在職者（事業主本
人も可）＝各15人（先着順）
▼受講料　各2,200円
▼申し込み方法　ファクスかE
メールで申込書の提出を（申込
書はホームページからもダウン
ロード可）。
■問ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、■Ｆ 017-777-
1187、 ■Ｅ aomori-seisan@
jeed.or.jp、 ■Ｈ http://www3.
jeed.or.jp/aomori/poly/）

市有財産の売り払い

　市で所有する不動産を減額し
て一般競争入札により売り払い
します。希望する人は市ホーム
ページに掲載している募集案内
を確認の上、申し込みください。
◎旧草薙小学校（弘前市大字大
森字田浦 12 番地１）ほか９
筆
▼土地　1万 4,464.69㎡
▼建物　2,699.71㎡
▼ 最 低 売 却 価 格　999 万

  

 その他

　「キッズネットクラス」は、親子でできる簡
単な体操や工作などを通して、みんなで楽しく
遊んだり情報交換ができる場です。
　また、ボランティアスタッフも随時募集して
います。事前の登録は不要ですので、当日の午
前９時20分までに会場へおいでください。
▼とき　５月 12 日、６月９日、７月 14 日、
８月11日、９月８日、10月13日、11月10日、

　弘前大学のお兄さんやお姉さんと一緒に、い
ろんな学校や学年のお友達をつくりませんか。
▼とき　６月 13日、７月 18日、11月７日、
12 月 12 日、１月 16 日、２月 20 日（いず
れも土曜日）
▼活動場所　弘前文化センター（下白銀町）、
弘前公園ほか
▼内容　ウォークラリー、スポーツ大会、クッ
キングパーティーほか
▼対象　市内の学校に在籍するか、市内に住所

　今年で第 59 回となる「弘前市子どもの祭
典」では、イベントづくりに興味があるま
たは仲間と協力してものごとを成し遂げて
みたい中学生・高校生を大募集しています。
　さまざまな年齢の仲間とアイデアを持ち
寄り、「子どもの祭典」を作り上げてみませ
んか。
▼活動場所　弘前文化センター（下白銀町）
▼内容　①企画会議（月２回程度実施。最

12 月８日、令和３年１月 12 日、２月９日、
３月９日（いずれも火曜日）の午前 10 時～
11時 30分
▼ところ　総合学習センター（末広４丁目）
▼対象　０歳～入学前の児童とその保護者
※事前の申し込みは不要。
▼参加料　無料
※12月と１月は200円程度の実費負担あり。

を有する小学生＝40人
※応募多数の場合は抽選。
▼会費　年額1,500円（活動材料費として）
▼申し込み方法　５月８日（金・必着）までに、
はがきかファクスまたはＥメール（住所、氏名
〈ふりがな〉、電話番
号、学校名、学年、
保護者氏名を記入）
で、中央公民館キッ
ズワールド係へ。

初の会議は５月下旬を予定）、②祭典当日
（11 月３日）の運営、③振り返り会
▼対象　市内に在住または通学している中
学生・高校生＝ 30 人程度
▼申し込み方法　５月８日（金・必着）ま
でに、はがきかファクスまたは E メール（住
所、氏名〈ふりがな〉、電話番号、学校名、
学年、保護者氏名を記入）で、弘前市子ど
もの活動支援会（中央公民館内）へ。

▲これまでの祭典の様子

キッズネットクラスキッズネットクラス

キッズ☆ワールドの会員を募集キッズ☆ワールドの会員を募集

「子どもの祭典」の実行委員を募集「子どもの祭典」の実行委員を募集

8,376 円
▼申込期限　４月28日（火）
■問管財課財産係（市役所２階、
☎35-1120）

板柳町の医院で受診できます

　令和２年度より、国保特定健
診と後期高齢者健診が板柳町
の田中外科内科医院（☎ 73-
2525）と野宮医院（☎ 73-
2256）で受診できるようにな
りました。受診する医院へ、直
接申し込みをしてください。
　なお、市内の実施医療機関は
「令和２年度健康と福祉ごよみ」
でご確認ください。
■問国保年金課（☎35-1116）

後期高齢者医療被保険者の
皆さんへ

【振込口座の変更届出について】
　高額療養費等の給付申請の際
に届け出した振込口座を変更
（解約・金融機関の店舗統廃合
等）した場合は、早めに変更の
届け出をお願いします。
■問国保年金課後期高齢者医療
係（☎40-7046）

松くい虫被害および
ナラ枯れ被害の予防について

　松くい虫被害およびナラ枯れ
被害は、それぞれ特定の昆虫に
よって運ばれる線虫や菌によ
り、マツおよびナラ類（ミズナ
ラやカシワなど）が枯れる伝染
病です。
　ここ数年、県内で被害が発生

しており、今後被害が拡大する
と、本県の自然景観や観光資源
などに大きな影響を与えるた
め、以下の３点について皆さん
のご協力をお願いします。
①線虫や菌を運ぶ昆虫は、マツ
とナラ類伐採時の臭いに集まる
習性があるため、活動期である
６月～９月は伐採を控えましょ
う。／②マツ・ナラの丸太や苗
木を他県から持ち込むと、線虫
や菌を運ぶ昆虫が潜んでいる可
能性があるため、県内産のもの
を利用しましょう。／③被害を
防ぐためには、早期発見・早期
駆除が重要です。自宅の庭木や
街路樹、山林などで枯れている、
または葉が変色し枯れそうなマ
ツやナラ類を見つけたら、ご連
絡ください。
■問農村整備課（☎ 40-2015）、
中南地域県民局林業振興課（☎
33-3857）

追手門広場フリースタイル
マーケット出店者募集

　恒例のフリースタイルマー
ケットを、今年も開催予定です。
出店を希望する人は、ホーム
ページで詳細を確認するか、電
話でお問い合わせください。
▼とき　６月 21 日、７月 19
日、８月 16 日、９月 20 日、
10月 18日（いずれも日曜日）
の午前10時～午後３時
※雨天時は翌週の開催。
※５月は、コロナウイルス感染
拡大防止の観点から開催しませ
ん。今後についても変更する場
合があります。
▼ところ　市立観光館（下白銀
町）追手門広場
▼出店料　3,000円
■問市立観光館（☎ 37-5501、
■Ｅ event@jomon.ne.jp、
■Ｈ www.hirosaki-kanko.
or.jp/）
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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。

歯　科
5／3 弘南歯科医院
（川先４）

☎26-0888

たかち歯科小児歯
科医院（向外瀬４）

☎37-5533

4 やがわ歯科医院
（城西４）

☎39-6400

百石町デンタルク
リニック（百石町）

☎55-6480

5 明本歯科医院（大
町３）

☎35-4774

やぎはしファミリ
ー歯科（富田町）

☎36-4180

6 ひまわり歯科クリニ
ック（早稲田２）

☎29-3738

10 矯正歯科じん歯科ク
リニック（大町２）

☎37-1182

17 梅原歯科医院（土手
町）

☎32-7330

24 かなもり歯科
（中野５）

☎89-1550

31 I 歯科（富士見町） ☎32-8511

内　科
5／3 関医院中津軽診療所
（賀田１）

☎82-3006

10 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

17 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

24 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

31 場崎クリニック
（代官町）

☎38-6600

耳鼻咽喉科・眼科
5／3 宮園耳鼻科クリニ
ック（宮園５）

☎39-1133

4 のだ眼科・血管内科
クリニック（神田３）

☎33-6611

5 やすはら耳鼻咽喉
科（安原３）

☎88-0087

6 伊藤眼科（南大町２）☎36-6105
17 さとう耳鼻咽喉科
医院（田園４）

☎27-8733

31 成田眼科クリニッ
ク（森町）

☎35-5155

戦没者等の遺族の皆さんへ

　第 11回特別弔慰金が支給さ
れます。
▼支給対象者　戦没者などの死
亡当時の遺族で、基準日（令和
２年４月１日）において、「恩
給法による公務扶助料」や「戦
傷病者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金」などを受ける人（戦
没者等の妻や父母など）がいな
い場合に、次の順番による先順
位の遺族１人に支給します。
①令和２年４月１日までに戦傷
病者戦没者遺族等援護法による
弔慰金の受給権を取得した人
②戦没者などの子
③戦没者などの父母、孫、祖父
母または兄弟姉妹

　市政や市民生活に対する市民の意識・意向を把握し、施
策の企画・改善に活用するためのアンケートです。調査結
果は、今後の市政運営にとって重要な基礎資料として活用
しますので、ご協力をお願いします。
▼期間　４月16日（木）～５月11日（月）
▼対象　16歳以上の市民＝約2,600人
※住民基本台帳から無作為に抽出します。
▼調査方法　調査員が対象世帯の郵便受
けにアンケート用紙を投函し、後日、直
接回収します。
■問広聴広報課統計係（☎40-7016）

市民意識アンケートにご協力を

　岩木山をこよなく愛する人たちのフォトコンテ
ストです。自分だけの「岩木山」を撮って気楽に
応募してください。
▼条件　次のいずれかに該当する作品であること
①作品中に岩木山が入っている
②「日本で最も美しい村」岩木地区の魅力を感じ
られる（岩木山が入っていなくても可）
▼応募資格　プロ・アマ・国籍を問いません
▼応募規定　
〇サイズ＝ワイド四つ切り（四つ切り可）または
A４判のカラープリント
〇自作、未発表作品で条件①が２点まで、条件②
が１点まで
▼賞　グランプリ１作品、特選２作品、陸奥新報
社賞１作品、特別賞２作品、入選８作品、佳作
10作品、市民選賞多数に賞状と副賞を贈呈
▼応募期限　８月31日（月・必着）
▼審査方法　岩木山観光協会が審査

▼発表　９月19日（土）～10月４日（日）に、
直売所 野市里（ANEKKO、宮地字川添）で全
作品を展示
※入賞者に通知するとともに新聞で発表します。
▼応募方法　写真裏面にタイトル・撮影日・撮影
場所の（簡略に）住所・氏名・年齢・性別・電話
番号・職業を記入した紙を貼り、郵送、宅配便ま
たは持参を。
▼その他
〇作品は岩木山のPR活動、カレンダー・パンフ
レットなどの印刷物に使用する他、岩木山観光協
会のホームページに掲載します。
〇作品の版権は岩木山観光協会に帰属します。
〇作品は原則として返却しません。
■問岩木山観光協会「フォトコンテスト」係（小山
さん、〒 036-1343、百沢字裾野 124、☎ 83-
3000、 ■Ｆ 83-3001、 ■Ｅ 1625@iwakisan.
com）

岩 木 山 フ ォ ト コ ン テ ス ト を 開 催 し ま す

※戦没者などの死亡当時、生計
関係を有していることなどの要
件を満たしているかどうかによ
り、順番が入れ替わります。
④上記①～③以外の戦没者など
の三親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者などの死亡時まで、引
き続き１年以上の生計関係を有
していた人に限ります。
▼支給内容　額面 25万円、５
年償還の記名国債
▼請求期限　令和５年３月 31
日
■問福祉総務課総務係（☎ 40-
7037）

日曜朝市に出店しませんか

　市内の観光スポットにもなっ
ている日曜朝市に出店してみま

せんか。
▼開催日　６月 14日～ 10月
４日の毎週日曜日、午前６時
30分～７時 30分
※出店回数は自由です。
▼ところ　津軽藩ねぷた村こみ
せ通り（亀甲町）
▼募集期間　５月31日まで
■問青森県特産品センター（村
山さん、☎39-1811）

農作業従事者を募集します

　JA つがる弘前
および JA相馬村、
JA 津軽みらいの
無料職業紹介所で
は、りんごの生産
に従事したい人を
募集しています。

▼作業期間　５月～ 11月の収
穫終了まで
▼作業時間　原則、午前８時～
午後５時（休憩含む。時間外勤
務なし。半日や短時間など相談
に応じます。）
▼作業内容　りんご生産の農作
業
▼対象　園地まで通勤可能で、
はしごでの作業ができる人
▼賃金　園主との話し合いで決
定
▼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）／ JA津軽みらい石川
グリーンセンター（☎ 92-
3311）

福祉の仕事を
体験してみませんか

▼実施期間　令和 3年 3月末
まで
▼体験期間　1 人あたり最大
10日まで
▼対象者　福祉・介護・保育の
仕事に関心のある人

▼体験費用　無料（ただし、交
通費・食事代は本人負担）
▼申し込み方法　体験希望日の
20日前までに電話で申し込み
を。
■問青森県福祉人材センター（☎
017-777-0012）、弘前市福
祉人材バンク（☎ 36-1830）、
八戸市福祉人材バンク（☎
0178-47-2940）

仕事と育児・介護の
両立支援制度

　労働者が仕事と育児・介護を
両立することができるよう、育
児・介護休業法では、育児休業、
介護休業、子の看護休暇、介護
休暇、所定外労働・深夜業の制
限、短時間勤務等の制度を定め
ており、労働者はこれらの制度
を利用できます。
　令和３年１月１日からは、「子
の看護休暇」「介護休暇」が時
間単位で取得できるようにな
り、より制度を利用しやすくな
ります。詳しくは問い合わせを。
■問青森労働局雇用環境・均等
室（☎017-734-4211）



14 15広報ひろさき　２０２０.４.１5

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

（※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

⑤テニス体
験教室（夜）

５月12日～７月
７日の毎週火曜
日、午後７時～９
時 運動公園（豊

田２丁目）庭
球場

基本のストロー
ク

テニス初心
者の市民（学
生を除く）
＝10人

無料

４月25日（土・必着）
までに市民体育館（〒
036-8362、五十石
町７、☎36-2515）
へ。
（※１）⑥テニス体

験教室（午
前）

５月13日～７月
8日の毎週水曜日、
午前10時～正午

⑦一緒に歩
こう！ノル
ディックウ
ォーキング

５月15日～ 11
月６日の毎週金曜
日（ただし、７月
24日および８月
14日は除く、全
24回）、午前10
時～ 11時 30分

弘前公園（下
白銀町）内
※市民体育館
（五十石町）正
面玄関前集合

ノルディックウ
ォーキングポー
ルを用いたウォ
ーキング

約５㎞歩く
ことのでき
る人

2,500円（別途
ポールレンタル
料１回100円）

河西体育センター
（☎38-3200）へ。

⑧ヨット・
カヌー教室

５月17日～９月
６日の毎週土・日
曜日（休み期間あ
り）、午前10時
～正午

弘前公園（下
白銀町）西濠
ボート乗り場

ヨット・カヌー
の基本技術、ロ
ープワーク、水
辺の安全教室、
浮遊体験

小学校３年
生以上＝30
人

１シーズン500
円（期間中は何
度でも参加可）

弘前B&G海洋センタ
ー（☎33-4545）へ。

⑨スポーツ
チャレンジ
教室

５月19日～６月
23日の毎週火曜
日、午前10時～
正午

金属町体育セ
ンター

ソフトバレーボ
ール、ラージボ
ール卓球等の軽
スポーツの基本

市民＝15人 無料

４月30日（木・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）

⑩2020フ
ライデー　
グラウンド・
ゴルフ大会
㏌弘前海洋

５月29日、６月
26日、７月31日、
８月28日、９月
25日、10月９日
（いずれも金曜日）
の、午後１時～４
時

弘前B&G海
洋センター（八
幡町１丁目）
多目的広場

グラウンドゴル
フ大会 一般＝50人

申し込み時に
1,500円（保険
料込み）、２回
目以降、参加ご
とに300円

弘前B&G海洋センタ
ー（☎33-4545）へ。

 各種スポーツ・体操教室

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初心者エ
アロボクシ
ング教室

５月１日・８日（い
ずれも金曜日）の
午後７時15分～
８時

弘前B&G海
洋センター（八
幡町１丁目）
競技場

エアロビクスと
ボクシングを合
わせた有酸素運
動

各回50人
（先着順）

１回500円
（保険料込み）

弘前B&G海洋センタ
ー（☎33-4545）へ。
（※２）

②かけっこ
教室

５月８日～29日
の毎週水・金曜日、
午後４時30分～
６時

河西体育セン
ター

上手に体を使え
るようになるた
めの運動や音楽
に合わせたトレ
ーニングなど

市内の小学
生＝20人 無料

４月28日（火・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）

③ストレッ
チ体操＆ウ
ォーキング
教室

５月11日～６月
29日の毎週月曜
日、午前10時～
11時 30分

市民体育館
ストレッチや筋
トレ、障害物を
使用したウォー
キングなど

市民＝25人 無料

４月25日（土・必着）
までに市民体育館
（〒036-8362、五十
石町７、☎36-2515）
へ。 
（※１）（※２）

④筋膜リリ
ース教室

❶５月14日・21
日、❷６月11日・
18日、❸７月９
日・16日（いず
れも木曜日）の午
前10時～正午

河西体育セン
ターアリーナ

❶腰痛対策、❷
肩・首のコリ対
策、❸ひざの悩
み対策

一般＝15人 月額 1,800円（保険料込み）

河西体育センター（〒
036-8316、石渡１
丁目19の１、
☎38-3200）へ。
（※２）

【広報ひろさきに掲載の各種催しについて】
　広報ひろさきに掲載した各種催し・教室
などは、新型コロナウイルスの感染予防と
拡大防止の観点から、中止や延期、変更に
なる場合がありますので、ご了承ください。
詳しくは市のホームページで確認するか、
各問い合わせ先へ。

令和２年度協会けんぽ
青森支部の保険料率の改正

　全国健康保険協会（協会けん
ぽ）青森支部では、県内の中小
企業の従業員とその家族が加入
する健康保険事業を運営してい
ます。
　令和２年度健康保険料率は３
月分（４月納付分）保険料より
9.87% から 9.88％に変更に
なります。また介護保険料率も
全国一律に３月分（４月納付分）
保険料より1.73％から1.79％
に変更になります。
■問 全国健康保険協会青森支
部（ ☎ 017-721-2799、 ■Ｈ
https://www.kyoukaikenp
o.or.jp/shibu/aomori/）

弘前文学学校 21 期生募集

　弘前文学学校では、幅広い年
齢でさまざまな職業の人が集

い、文章の書き方を学んでいま
す。
▼とき　４月 26日～令和３年
３月 28日の毎月第２～４日曜
日、午前 10時 30 分～午後０
時30分
▼ところ　読書人倶楽部（本町）
▼テーマ　「豊かな人間性と高
い志を備えた人間育成」
▼受講料　２万円（年間）
※障害者手帳を持っている人、
20 歳未満および 80 歳以上の
人は半額
■問弘前文学学校事務局（渋谷さ
ん、☎ 88-2427）へ、申し込
みを。
※あおもり県民カレッジの認定
校。

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

　結婚を希望する独身男女が会
員に登録し、お見合いをする支
援をしています。なお、来場の
際は新型コロナウイルス感染症
防止のため、マスクの着用をお
願いするほか、体調の優れない
人は来場をご遠慮ください。
▼とき　４月26日（日）
　　　　正午～午後４時
※事前の申し込みは不要。
▼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（☎ 35-1123〈日・
月曜日、祝日を除く、午前 10
時～午後 7時〉）
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　令和２年10月１日を調査期日として国勢調
査が実施されます。国勢調査は、国内に住む全
ての人と世帯を対象とする 5年に 1度の大調
査です。調査を行うために、市では約 1,000
人の「国勢調査員」が必要となるため、調査員
として調査業務に理解と誠意を持って携わって
くださる20歳以上の人を募集します。
　調査結果は国や地方公共団体が公正な行政運
営を行うために利用されるほか、企業や各種団
体における需要予測や経営管理、学術・研究機
関における研究など、さまざまな分野で幅広く
活用されています。日本の未来のために、ぜひ、
あなたの力を貸してください。
▼国勢調査員とは
①身分…非常勤の国家公務員
②仕事内容…一定の地域（約40～100世帯分）

を担当し、世帯に調査書類を配布・回収する
③従事期間…8月下旬～ 10月下旬予定（毎日
活動するものではなく、2カ月間の中で自分の
ペースで活動できるので、別の仕事がある人で
も可能）
④報酬…約 3～７万円（担当する地域の数や
場所により異なります）
▼募集条件　20歳以上で市内で調査可能な人
▼応募方法　6月 15日（月）までに、電話か
窓口で申し込みを。
※申し込み後、実際に調査をお願いする人には、
市から従事依頼をします。調査地域の関係など
により、従事依頼をしない場合もありますので
ご了承ください。
■問い合わせ・申込先　広聴広報課（市役所2
階、☎ 40-7016）

令和2年国勢調査の調査員を募集します！令和2年国勢調査の調査員を募集します！

■編集発行■編集発行　弘前市企画部広聴広報課　〒　弘前市企画部広聴広報課　〒 036036--85518551　弘前市大字上白銀町　弘前市大字上白銀町 11--1　1　☎☎ 3535--11111111　　ファクスファクス 35 35--00800080
■■ホームページホームページ      http://www.city.hirosaki.aomori.jphttp://www.city.hirosaki.aomori.jp　■　■公式フェイスブック  公式フェイスブック  https://www.facebook.com/hirosakicityhttps://www.facebook.com/hirosakicity
※「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などにも備えてあります。
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①調査員説明会に出席 ④回答確認用紙の配布と調査票回収

②担当地区の確認

③調査の説明・調査書類
　の配布

⑤調査票の整理と提出

調査の流れ

10
月
上
旬
〜
下
旬


