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【相馬昴農園】

○１区画30㎡＝ 158区画／年間3,140円
○１区画21㎡＝６区画／年間2,200円
○１区画19㎡＝４区画／年間1,990円
※管理棟（集会室・休憩室）や炊事棟が
農園利用者は無料で利用できます（その
他の人は有料で利用可能）。

【小栗山農村交流公園】

○１区画50㎡＝ 100区画／年間5,230円
○１区画48㎡＝ 21区画／年間5,020円
○児童が利用できる学童農園、車いすで利用でき
る農園＝無料（利用希望者は相談を）
※ハーフバスケットコートや多目的広場も無料で
利用できます。

市 民 農  園 の利用者を

　　 します募 集

３月１日から
受け付け開始！

　このほか、農家などが運営する市民農園が開園します。詳しくは、各市民農園にお問い合わせください。
■市民農園ナリタ（乳井字石田、☎090-2604-7512または☎ 92-3778）…１区画 50㎡＝ 20区画／年間
5,000円
■市民農園弘前アグリインホリデー（小沢字広野、☎87-8888）…１区画50㎡＝56区画／年間7,000円
■市民農園向日葵（ひまわり）（宮地字川添、☎82-1055）…１区画約50㎡＝ 100区画／年間5,000円

　４月に開園する小栗山農村交流公園内農園（小栗山字沢部）と相馬昴農園（湯口字二ノ安田）の利用者
を募集します。郊外の空気と土に触れながら、野菜や花の栽培を楽しんでみませんか。

▼区画数および使用料

▼対象　農家以外の市民
▼受付期間　3月１日～ 15日（土・日曜日を除く）
▼申し込み方法　小栗山農村交流公園は農政課（市役所３階）に、相馬昴農園は相馬総合支所総務課（相
馬庁舎）に、それぞれ備え付けの申請書に必要事項を記入し、持参または郵送でお申し込みください。い
ずれも申込者が多数の場合は抽選になります（申請書は市ホームページからもダウンロードできます）。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、なるべく郵送での申し込みにご協力をお願いします。
■問い合わせ・申込先　農政課地域経営係（〒 036-8551、上白銀町１の１、☎ 40-7102）／相馬総
合支所総務課農林係（〒036-1592、五所字野沢41の１、☎ 84-2111〈内線 805〉）
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Town Information 市政情報

申請を
忘れずに 国民年金保険料免除等の申請

　経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難
な場合は、「保険料免除制度」、「納付猶予制度（50
歳未満）」、「学生納付特例制度」があります。保
険料を納め忘れた状態で、万が一、障がいや死亡
といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金
や遺族基礎年金を受け取れない場合がありますの
で忘れずに申請してください。
▼申請先　国保年金課（市役所１階）、岩木・相
馬総合支所民生課、各出張所
▼申請に必要なもの　年金手帳かマイナンバーを

確認できる書類／本人確認書類（運転免許証など）
／離職票か雇用保険受給資格者証等（失業を理由
とする場合）／委任者の印鑑（スタンプ印不可）
および委任状（代理申請する場合）
▼申請できる期間　申請時点から２年１カ月前ま
でさかのぼって申請できます（申請を忘れていた
期間がある人は、お問い合わせください）。
■問い合わせ先　国保年金課国民年金係（☎
40-7048）／弘前年金事務所（外崎５丁目、☎
27-1339）

徴収（天引き）されますが、新たに後期高齢者
医療制度に加入することになった人の保険料は、
特別徴収開始まで時間がかかるため、納付書ま
たは口座振替で納付することになります。
　口座振替を希望の場合、これまで国民健康保
険料を口座振替で納付していた人も、改めて手
続きが必要になりますので、ご注意ください。
■問い合わせ先　国保年金課後期高齢者医療係
（☎ 40-7046）

〇保険料は納期限内に納めましょう
　保険料を滞納すると、通常より有効期限が短
い保険証（短期被保険者証）が交付されること
があります。災害で住宅等に著しく損害を受け
た場合や、特別な事情で世帯主等の収入が著し
く減少した場合、保険料の減免等が認められる
ことがありますので、早めにご相談ください。
〇新たに後期高齢者医療制度に加入する人へ
　後期高齢者医療保険料は、原則年金から特別

不明な点は
問い合わせを 後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

　市民の声を聴く広聴事業の一つとして、「わた
しのアイデアポスト」を設置しています。市政に
関する提案や意見を多くの皆さんから伺い、市政
の発展に結び付けていきますので、皆さんの声を
ぜひお寄せください。
　郵送やファクスでも受け付けています。提案
とともに、住所・氏名・年齢・電話番号・回答
が必要な場合はその旨を記入し、「わたしのアイ
デアポスト」と明記の上、広聴広報課広聴広報
係（〒 036-8551、上白銀町 1の 1、ファクス
35-0080）までお寄せください。
　また、市ホームページ上の「WEB版・わたし

提案や意見を
お寄せください わたしのアイデアポスト

のアイデアポスト」もご
利用ください。
▼設置場所　市役所総合
案内（本館フロア案内）、
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１階）、各出張所
■問い合わせ先　広聴広報課（市役所２階、☎
35-1194）

あなたの力を
市政のために

▼応募資格　農業経営指導に関する知識や経験が
あり、普通自動車運転免許を取得している人
▼申し込み方法　３月５日（金・必着）までに、市
販の履歴書に必要事項を記入の上、郵送か持参で
農政課へ。新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、なるべく郵送での提出にご協力をお願い
します。
※募集要項は市ホームページにも掲載しています。
■問い合わせ先　雇用条件について…人事課人事
研修係（☎35-1119）／業務内容について…農政
課担い手育成係（☎40-0767）

　新規就農相談や一般事務に従事する会計年度任
用職員を募集します。
　なお、令和３年度予算成立の状況によって、募
集の中止や採用を取りやめる場合もありますので、
あらかじめご了承ください。
▼募集人員　１人
▼雇用期間　令和３年４月１日～令和４年３月31
日（業務が継続する場合、再度任用の可能性あり）
▼勤務場所　農政課（市役所３階）
▼勤務時間　午前９時～午後３時45分
▼休日　土・日曜日、祝日、年末年始

会計年度任用職員（事務員）を募集

一緒に
作りませんか

▼ところ　りんごの家（清水富田字寺沢、りんご
公園内）２階研修室
▼内容　（１）ゲストトーク（髙橋哲史さん〈百姓
堂本舗代表取締役〉、齋藤良彦さん〈イチゴ農家〉）
／（２）「あるある集」作成ワークショップ
▼対象　非農家出身の農業者または事業の趣旨に
賛同する人
▼申し込み方法　２月24日（水）までに電話で申
し込みを。
■問い合わせ・申込先　りんご課（農政課内、非
農家「あるある集」作成担当、☎40-0767）

　りんご生産現場では仲間づくりが大切ですが、
一般企業でいう「同期」のようなつながりを持ちに
くい状況があります。また、近年の担い手不足を
受け、市では非農家出身者の受け入れ体制の整備
が急務となっています。そこで、非農家出身者が
就農するにあたっての課題や不安を取りまとめた
「あるある集」を作成するためのワークショップを
開催しますので、参加者を募集します。作成した「あ
るある集」は今後の新規就農相談等に活用します。
▼とき　２月26日（金）
　　　　午後１時30分～（２時間程度）

新規就農したりんご農家の仲間づくりを支援
～非農家「あるある集」の作成にご協力ください～

　これから融雪期を迎えます。快適で安全な生
活のため、市民の皆さんには次のことにご協力
をお願いします。
●用水路・排水路に雪を捨てない…融雪期を迎
えるにあたり、水路へ捨てられた雪が原因と
なって水路をふさぎ、隣接する住宅地が浸水す
る恐れがあります。
●除雪した道路に雪を出さない…交通の妨げや
交通事故の原因にもなります。
●屋根雪を道路などへ落とさない…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、危険な場所では、屋根雪の落下防止の措置
を講じたり、雪下ろしをしたりするなど、十分
注意してください。
　その他に、投雪による転倒の危険性や子ども
たちが投雪した雪の上で遊ぶことによる転倒の

安全な雪処理へご協力を

可能性などにも配慮を
お願いします。
　また、除雪作業を円
滑に進め、作業中の事故を未然に防止するため、
次のことにご協力をお願いします。
●路上駐車はしない
●歩道と車道の段差に架けてある鉄板などを除
去する
●除雪車が作業中のときは近寄らない
　通常行う一般除雪は、通勤・通学時間帯に交
通渋滞を起こさないよう、深夜から早朝にかけ
ての作業となります。騒音や振動などでご迷惑
をおかけしますが、ご理解をお願いします。

雪対策

■問い合わせ先　道路維持課（☎ 55-9122、
☎ 55-9124）



4 5広報ひろさき　２０２１.２.１５

　ごみ集積所でのカラスに
よる生ごみの食い荒らしを
防止するために、黄色防鳥
ネットを町会などへ貸し出
ししています。
※使用するときは、ごみ袋全体を包み込むように
防鳥ネット内にきっちりと納め、ネットやごみ袋
が飛散しないように工夫してください。

Town Information 市政情報

　地震や武力攻撃などの発生に備え、情報伝達試
験を全国一斉で行います。当市では防災行政無線
から試験放送が流れます。
▼とき　２月17日（水）、午前11時ごろ
※気象状況等によっては中止することがありま

す。なお、防災行政無線の内容を確認する場合は、
テレフォンサービス（☎ 40-7110、サービス料
は無料ですが通話料が発生します）をご活用くだ
さい。
■問い合わせ先　防災課（☎40-7100）

広告を
掲載しませんか

市ホームページのバナー広告と広報ひろさきに掲載
する有料広告を募集しています

掲載枠 規格（縦×横）
１回の掲載料

お知らせページ 最終ページ

❶全　　　枠 252㎜ ×170㎜以内 ― ―
１日号 30 万円
15 日号 20 万円

❷２分の１枠 126㎜ ×170㎜以内 ― ―
１日号 15 万円
15 日号 10 万円

❸５分の１枠 45㎜ ×170㎜以内
１日号 ６万円 １日号 ９万円
15 日号 ４万円 15 日号 ６万円

❹10分の１枠 45㎜ × 85㎜以内
１日号 ３万円 ― ―
15 日号 ２万円 ― ―

※１日号は全ページカラー、15 日号は全ページ白黒（消費税および地方消費税を含む）。

●広報ひろさき掲載枠・掲載料
  1

2

3
４

●掲載枠イメージ

今年度最後の
試験放送です

４カラスの個体数調査

２ごみ集積ボックスの設置費補助

６近隣の市町村との連携

１黄色防鳥ネットの貸し出し

３追い払い用 LED ライトの貸し出しなど

５箱わなを使用したカラスの捕獲

　主な取り組み　

　夕方から夜明けにかけて街なかに集まるカラスの群れは、路上に落とすふんや朝に出したごみの散らか
し、景観上の問題など、市民生活へさまざまな影響を与えます。市ではこれまで、街なかカラス対策とし
て被害防止や捕獲など、いろいろな事業を展開しており、今後もこれまでのカラス対策を検証しながら、
さらに効果的な対策に努めていきます。カラスを街なかから減らすには、行政の取り組みだけでは十分で
はありません。市民の皆さんも、カラスが住みにくい環境づくりにご協力をお願いします。

　カラスによるごみ集積所での食い荒らし対策と
して、ごみ集積ボックス（①）や折り畳み式ごみ
収納枠（②）を新たに設置する町会などに対し、
設置費用の一部を補助しています。
※令和２年度分の申請受け付けは終了しました。

　カラスの追い払いに役立ててもら
うため、町会や事業所に対し高輝度
LEDライトの貸し出しを行っていま
す。また、建物や農作物にカラスを
寄せ付けないためのテグスや、歩道
等清掃用のデッキブラシも無償で提供しています。

　個体数の増減を年度ごとに比較・検証するた
め、日本野鳥の会弘前支部などと協働で実施して
います。調査の結果、今年度は秋から冬にかけて
約 3,700 羽のカラスが市内の街なかをねぐらと
していることを確認しました。なお、近年はこれ
までの対策の効果もあり、平成27年の約 5,800
羽をピークに、徐々に減少してきています。

　カラスの個体数調整の
ため、市内に箱わなを６
基設置し、年間 200 ～
400 羽を捕獲していま
す。
※その他の鳥獣被害対策
として、市内山間部で、
銃器により年間約1,000羽を駆除しています。

　黒石市と連携して、個体数調査
等を実施しています。併せて、近
隣市町村である平川市・板柳町・
藤崎町・大鰐町・田舎館村・西目屋村とも毎年カ
ラス対策連絡協議会を開催し、広域における対策
を実施しています。今年度は、冬場のカラスの餌
を減らすことによりカラスを減少させるため、「農
作物や庭木の果実の収穫徹底」の周知活動を圏域
全てで実施しています。

街なかカカララスス対策防災行政無線の試験放送を行います

■問い合わせ先　環境課環境保全係（☎36-0677）

① ②

【広報ひろさき　有料広告】
　広報ひろさきに掲載する有料広
告を募集しています。掲載できる
広告は、広報誌の性格上、その品
位を妨げず、かつ市民に不利益を
与えない中立性のあるものなど、
いくつかの条件があります。詳し
くは市ホームページでご確認ください。
▼掲載位置（１日号、15 日号共通）　最終ペー
ジ全面、半面または最終ページおよびお知らせ
ページの最下段
▼掲載枠・掲載料　下表のとおり
▼申込期限　掲載を希望する号のおおむね40日
前
※掲載を希望する人は必ず市ホームページをご確
認ください。
■問い合わせ・申込先　広聴広報課広聴広報係（市
役所２階、☎35-1194）

【市ホームページ　バナー広告】
　市のホームページに掲載
するバナー広告を募集して
います。
▼掲載位置　各ページの最
下段
▼掲載料　トップページ＝１カ月当たり１枠１万
円（１年間継続の申し込みで１枠10万円）／トッ
プページ以外＝１カ月当たり１枠 3,000 円（１
年間継続の申し込みで１枠３万円）
▼掲載期間　広告の掲載期間は１カ月単位。また、
連続して掲載できる期間は最大12カ月です。
▼バナーの規格　大きさ…縦 50 ピクセル、横
170 ピクセル／形式…GIF、JPEG、PNG／容
量…10キロバイト以下
▼申込期限　掲載開始月の前月の10日
※掲載を希望する人は必ず市ホームページをご確
認ください。
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今だからこそ
話してみませんか

　新型コロナウイルス感染症
対策のための新しい生活様式
として、物理的距離の確保や交
流の制限、マスク着用が当たり
前となり、コミュニケーション
の方法も変化してきています。
　しかし、人は人と交流することで安心すること
ができます。物理的な距離があってもこころに距
離はありません。あなたのこころは身近な誰かと
つながっています。悩みや不安を感じた時、その
気持ちを保健師に話してみませんか。
　うまく話せない、そんな時は「つながる」シー
トが役立ちます。「つながる」シートは、悩みや
不安を記入することで、必要な支援へ速やかにつ
なげるようにするものです。

【「つながるシート」３つの利点】

①次の相談先が分かり、安心してすぐに次の相談
先へ行くことができる
②複数の機関との連携により、相談者の悩みが早

く解決される
③同じ話をしなくても済む等の相談者自身の負担
軽減になる
　眠れない、気分が落ち込む、
経済的に苦しい、人間関係に
疲れたなど、悩みは１つとは
限らず、解決のためには複数
の機関への相談が必要になる
場合があります。また、自分
の置かれている状況をうまく
伝えられない場合もありま
す。誰にも相談できずに悩み
を抱えている人は「つながる」シートを活用し、
まずは相談してみましょう。誰かに相談すること
で解決の糸口が見えてくることがあります。シー
トや相談先については市ホームページに掲載して
いるほか、各関係機関でも配布しています。また、
相談内容について本人の同意無しに共有すること
はありませんので、安心してご利用ください。
■問い合わせ先　健康増進課（☎37-3750）

ひろさき生活・仕事
応援センター

窓口へ

相談

１ ２ ３ ４ ５ ６
生活の状況

を見つめる

あなただけの

支援プランを

作成

支援サービス

の提供

定期的な

モニタリング

真に安定した

生活へ

　ひろさき生活・仕事応援センターでは、仕事や住居、家計に課題を抱えている人に対し、一人ひとりの
状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が他の機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
仕事や生活に困っている人は、まずは「ひろさき生活・仕事応援センター」へご相談ください。

をご活用ください

▼ところ　ヒロロ（駅前町）３階（就労自立支援室併設）
▼受付時間　平日の午前８時 30分～午後５時（事前の予約で休日・夜間の相談も対
応可）
■問い合わせ先　生活福祉課就労自立支援室（☎ 38-1260、☎ 36-3776〈相談専用〉）

　あなただけの支援プランを作成 　家賃相当額を支給

　社会、就労への第一歩を支援

　柔軟な働き方による就労の場の提供

　家計の立て直しをアドバイス

　見学・体験を通して仕事を紹介

生活に困りごとや不安を抱えている場合、まず
はご相談ください。支援員が相談を受けて、ど
のような支援が必要かを一緒に考え、具体的な
支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向
けた支援を行います。

離職などにより住居を失った人、または失う恐
れのある人には、就職に向けた活動をすること
などを条件に、一定期間、家賃相当額を支給し
ます。生活の土台となる住居を整えた上で、就
職に向けた支援を行います。

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、
相談者が自ら家計を管理できるように、状況に
応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関と
の連携、必要に応じて貸し付けのあっせんなど
を行い、早期の生活再生を支援します。

直ちに一般就労することが難しい人のために、
その人にあった作業機会を提供しながら、個別
の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向
けた支援を中・長期的に実施する就労訓練事業
もあります。

無料で職業を紹介します。また、求人票だけで
は分からない企業の情報を、企業の担当者から
直接聞ける機会を提供するとともに、希望者に、
職場見学や一定期間の就労体験・実習の機会を
提供します。

ひろさき生活・仕事応援センター

相談から支援までの流れ（相談無料・秘密厳守）

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコ
ミュニケーションがうまくとれない」など、直
ちに就労が困難な人に対し、原則６カ月から１
年の間、プログラムに沿って一般就労に向けた
基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就
労機会の提供を行います。

　住居確保給付金は、主に生計を支えている人が離職や自営業
の廃業などにより経済的に困窮し住居を失った、またはその恐
れがあるとき、一定の要件を満たす場合に一定期間、家賃相当
分の住居確保給付金を支給するとともに、住居と就労機会の確
保に向けた支援を行うものです。支給期間が以下のとおり延長
になりました。

これまで
原則３カ月間
最長９カ月間

令和３年１月１日以降
最長最長 12 カ月12 カ月まで

延長可能

※延長の対象は、一定の要件を満たし令和２年度中に住居確保給
付金の新規申請を行い、受給を開始した人のみです。

住居確保給付金の支給期間を 延長 延長 します

Town Information 市政情報

　詳しい支給要件等はご確認く
ださい。
■問い合わせ先　ひろさき生
活・仕事応援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎ 38-1260、☎
36-3776）
※厚生労働省住居確保給付金特
設サイト（https://corona-
support.mhlw.go.jp/）でも
確認できます。専用のコールセ
ンター（☎ 0120-23-5572、
午前９時～午後９時、土・日曜
日、祝日、年末年始も開設）も
ありますので、ご利用ください。

こころのディスタンスは０ｍ（ゼロメートル）
～こころの健康づくり事業からのお知らせ～
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階イベントスペース
▼内容　バランスディスク（円
盤状のボード）やラダー（はし
ご状の器具）などを取り入れた、
運動神経を伸ばすコーディネー
ショントレーニングで敏しょう
性やバランス感覚を養います。
※当日は動きやすい服装で参加
してください。
▼講師　齋藤大地さん（ブラン
デュー弘前 FCフィジカルトレ
ーナー）
▼対象　小学校低学年＝ 20人
（先着順）
▼参加料　500円
▼申し込み方法　右
記QRコードより申
し込みを。
■■問問ブランデュー弘前（弘前 Jス
ポーツプロジェクト内、齋藤さ
ん、☎ 090-7339-3435〈午
前９時～午後６時〉、■■ＥＥ d.saito
1212@gmail.com）

【山田スイッチの心と体の整体
院】
▼とき　２月20日（土）
　　　　午前９時～午後４時
▼ところ　鳴海要記念陶房館
（賀田字大浦）
▼内容　チャクラ調整と整体
※所要時間約 45分、事前の予
約が必要。
▼料金　2,000 円（飲み物付
き）
■■問問鳴海要記念陶房館（☎ 82-
2902、火曜日は休み）

【自然教室『雪であそぼう！』】

▼とき　３月７日（日）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　こどもの森（坂元字
山元、久渡寺境内）
▼定員　10人程度
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、替えの下着・
靴下、雨具、防寒着

【冬季開館日】　毎週土・日曜日
と祝日、小中学校の春休み期間
■■問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）

　郷土文学館ロ
ビーで、今官一
（こんかんいち）
の「文学忌」を開
催します。「文学

忌」は、弘前ゆかりの作家 11
人の各忌日に行い、忌日の前後

鳴海要記念陶房館の催し

こどもの森３月の催し

第 11 回文学忌　今官一

1週間にはその作家の特別展示
をします。
▼とき　２月 27日（土）～３
月７日（日）の午前９時～午後
５時（入館は午後４時 30分ま
で）
※忌日の３月１日（月）は無料
開館。
▼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、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。
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）
※あおもり県民カレッジの単位
認定講座。

　３月３日の耳の日にちなみ、
ろう・難聴者の LGBT をテー
マにした映画の上映会を開催し
ます。
▼とき　３月７日（日）、午後
１時 30分～３時（受け付けは
午後1時～）
▼ところ　弘前市身体障害者体
育館（八幡町１丁目）
▼内容　今村彩子監督作品「11
歳の君へ～いろんなカタチの好
き～」上映、ろう LGBT 東北
代表のビデオメッセージ
▼参加料　無料
▼申し込み方法　３月２日（火）
までに、ファクスまたはＥメー
ル（氏名・所属または団体名〈任
意〉・連絡先〈電話番号または
ファクス番号〉・お住まいの市
町村を記入）で申し込みを。
■■問問みみの日実行委員会（弘前
市身体障害者福祉センター内、
弘前市聴覚障害者協会、■■ＦＦ 26-
6632、■■ＥＥ hirosaki.deaf＠
gmail.com）

みみの日ふれあいデー

●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

　キッズアストレは、子どもた
ちが日常的に運動する習慣を身
に付け、楽しみながらさまざま
な動きを身に付けるプログラム
です。運動が好きな子も苦手な
子も大集合！
▼とき　２月 20 日（土）、午
前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
／ 2月 27 日（土）、午後２時
～３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３

ブランデュー
キッズアストレ体験会

広報ひろさきに掲載した
各種催しについて

　広報ひろさきに掲載した各
種催しや教室などは、新型コ
ロナウイルスの感染予防と拡
大防止の観点から、中止や内
容が変更となる場合がありま
すので、ご了承ください。詳
しくは市ホームページまたは
各問い合わせ先で確認を。
　催しなどに参加する際は、
マスクを着用するなど、感染
症対策へのご協力をお願いし
ます。

 イベント

市立博物館企画展３　みちのく人形展～五彩に輝くこけし・雛人形・土人形～市立博物館企画展３　みちのく人形展～五彩に輝くこけし・雛人形・土人形～

記念講演会記念講演会

「雛人形の歴史と文化―山形県庄内地方を中心に―」「雛人形の歴史と文化―山形県庄内地方を中心に―」

▼とき　3月 6日（土）
　　　　午後2時～ 3時 30分ごろ
▼ところ　市立博物館（下白銀町）ホール
▼講師　佐藤淳さん（山形県鶴岡市致道博物館
主任学芸員）
▼定員　50人（先着順）
※事前の申し込みは不要。
▼参加料　無料（別途観覧料が必要）
▼観覧料　一般 300 円（220 円）、高校・大
学生150円（110円）、小・中学生100円（50
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。

※高岡の森弘前藩歴史館との共通券あり。詳し
くは問い合わせを。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況
により、講演会が中止となる場合があります。
■■問問市立博物館（☎35-0700）

▲次郎左衛門雛（女雛） ▲次郎左衛門雛（男雛）

  

  

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
ホームページや休日在宅当番医
に電話でご確認ください。

内　科
3／７ 沢田内科医院

（茂森新町１）
☎37-7755

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
3／７ 加藤眼科クリニ

ック（田町５）
☎31-3711

21 よしだ耳鼻科・小
児科（中野２）

☎33-2306

歯　科
3／７ 毛内歯科医院

（田園４）
☎29-2332

14 梅原歯科医院
（土手町）

☎32-7330

20 清歯科医院
（青山５）

☎37-8020

21 松山歯科医院
（富田３）

☎33-2020

28 くどう歯科
（茂森町）

☎31-0120

内科・外科・小児科の当番
病院紹介のお問い合わせは、
☎ 32-3999（医療機関紹介電
話）へお電話ください。

  

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　168,535人
 　男  　  77,134人 　男  　  77,134人
 　女 　女 　    　   91,401人91,401人

令和３年 1月１日現在（推計）令和３年 1月１日現在（推計）
・世帯数  72,264世帯　・世帯数  72,264世帯　

（-167）（-167）
（-78）（-78）
（-89）（-89）
（-58）（-58）
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▼とき　３月６日（土）・13
日（土）の午前10時～ 11時
▼ところ　三省地区交流センタ
ー（三世寺字鳴瀬）
▼内容　無理せず手軽にできる
初心者向けヨガ（体操）
▼講師　下山明子さん
▼定員　10 人（先着順、どち
らか1日のみの参加も可能）
▼参加料　500 円（保険料込
み）
▼持ち物　ヨガマット（持って
いない人には貸し出しあり）、

三省地区交流センター
「ヨガ教室」

タオル、飲み物、動きやすい服
装
■■問問２月 28日（日）までに三省
地区交流センター（☎ 95-
3760、月曜日は休み）ヘ。

【はじめてのピラティス講座～
身体の悩み、ピラティスで解消
しませんか～】
▼とき　３月６日（土）
　　　　午後３時30分～５時
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）２階大会議室
▼内容　ピラティスの基礎や呼
吸法を学び、初めての人でもで
きる簡単なエクササイズを体験
し、たるみや姿勢改善、肩こり
腰痛改善を目指します。
▼講師　木村友美さん（FTP
マットピラティスベーシック
PLUSインストラクター）
▼対象　市内に在住または通
学・通勤している、年齢 18歳

かっこいい大人養成講座３

～50歳の人＝ 20人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　ヨガマット（持参で
きる人）、フェイスタオル、飲
み物、筆記用具、動きやすい服
装
▼その他　新型コロナウイルス
感染症予防のため、マスクの着
用をお願いします。当日は検温
と体調確認を行いますのでご了
承ください。
■■問問２月 28日（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・
電話番号を記入）で、中央公民
館（ ☎ 33-6561、 ■■ＦＦ 33-
4490、■■ＥＥ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）
へ。

　自然呼吸でゆっくり体を動か
す太極拳。日常生活に必要な筋
肉を鍛えることで、体の免疫力

健康サポート教室～太極拳～

（木）から、高岡の森弘前藩歴
史館へ電話で申し込みを。
※マスク着用をお願いします。
▼その他　市立観光館バスプー
ル（下白銀町）から歴史館への
送迎バスを運行（行き＝午後１
時 10分、市立観光館バスプー
ル発、帰り＝午後３時 45 分、
歴史館発）ただし、送迎バスの
定員は 15人（先着順、事前の
申し込みが必要）。
▼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。
■■問問高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

▼とき　３月 14 日（日）、午
後２時～３時15分ごろ
▼ところ　市立博物館（下白銀
町）
▼テーマ　イング夫妻の貢献と
津軽地方初の米国留学生
▼講師　北原かな子さん（青森

第４回市立博物館歴史講座

●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

を高めます。
▼とき　３月 11日（木）・25
日（木）、午後２時～３時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼講師　鹿内武次さん（弘前市
武術太極拳連盟）
▼対象　65 歳以上の市民＝各
回12人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　内履き、タオル、飲
み物、動きやすい服装、マスク
※事前の申し込みが必要。
■■問問２月 20日（土）から、温水
プール石川（☎49-7081）へ。

▼とき　３月13日（土）
　　　　午後２時～３時ごろ
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼テーマ　江戸時代の旅と仙台
藩・弘前藩
▼講師　高橋陽一さん（宮城学
院女子大学一般教育部准教授）
▼定員　20人（先着順）
▼参加料　無料（別途観覧料が
必要）
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　２月 18 日

令和２年度
第２回歴史館講座

    

 その他

　市が市民の皆さんと一緒になって取り
組んでいる「協働によるまちづくり」の
さらなる推進のために募集した「協働に
よるまちづくり川柳」の選考結果発表、
作品展を開催します。「協働」、「まちづ
くり」をテーマに日本全国から集まった
113の力作を展示します。
▼とき　２月 23日（火・祝）～３月７
日（日）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３階大町側
エスカレーター付近
■■問問 市 民 協 働 課（ ☎ 40-7108、 ■■ＥＥ  
shiminkyoudou@city.hirosaki.
lg.jp）

選考結果発表・作品展開催
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中央学院大学教授）
▼定員　50人（先着順）
▼参加料　無料（別途観覧料が
必要、観覧料については８ペー
ジの記念講演会の観覧料をご確
認ください）
▼申し込み方法　２月 24 日
（水）から、電話で申し込みを。
■■問問市立博物館（☎35-0700）

　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。
▼とき　２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
※事前の申し込みは不要。来場
の際は新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のためマスク
の着用をお願いするほか、体調
に不安のある人は来場をご遠慮
ください。
■■問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〉）

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

 教室・講座

有 料 広 告有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

▼とき　３月13日（土）、午前９時30分～
※午前９時から弘前図書館正面玄関前で整理券
を配付します。
▼ところ　弘前図書館（下白銀町）２階視聴覚室
▼冊数　先着順で１人６冊まで。うち同じタイ
トルは３冊まで。雑誌付録は２点まで。
※持ち帰り用の袋を持参してください。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

雑誌のバックナンバーを無料で提供します
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態の施設数…橋りょう136橋、
トンネル３カ所
※詳しくは、「青森道路メンテ」
で検索を。
■■問問青森県道路メンテナンス事
務局（☎017-734-4575）
※弘前市の取り組みについて
は、市ホームページで「弘前市
橋梁長寿命化修繕計画および橋
梁定期点検結果の公表」をご確
認ください。

▼とき　３月４日（木）
　　　　午後０時50分～４時
▼ところ　アートホテル弘前シ
ティ（大町１丁目）プレミアホ
ール
▼内容　県内外の企業等の人事
担当者等による企業説明など
▼参加企業　約22社
▼対象　令和４年３月卒業予定
の大学生、短大生、専門学校生
等／大学等卒業３年以内の既卒

合同企業説明会

●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

　青森県道路メ
ンテナンス会議
は、道路インフ
ラの予防保全・
老朽化対策の体
制強化を図るた
め、県内の道路
管理者が連携し、2014年度に
設立した団体です。
　このたび、県民・道路利用者
の皆さんに道路インフラの現状
と老朽化対策についてご理解い
ただくため、「青森の道路メン
テナンス概要」として点検の実
施状況や結果などを取りまとめ
ました。
▼点検を実施した道路
県内の国道・県道・市町村道・
高速道路
▼点検実施結果の概要
〇 2019 年度に点検を実施
した割合＝橋りょう 19％
（1,311 橋）、トンネル13％（７
カ所）
○ 2019 年度の点検で、早期
または緊急に措置を講ずべき状

道路インフラの実態を
見える化します！

者
▼参加料　無料
▼その他　新型コロナウイルス
感染症対策のため、マスクの着
用をお願いします。
※事前の申し込みは不要。
■■問問ジョブカフェあおもり（☎
017-731-1311、■■ＦＦ 017-
731-1312、■■ＨＨ ht tps : / /
www.jobcafe-aomori.jp/）

　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、
弁護士が相談に応
じます。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。相談希望者は事前に予約の
上、債務状況が分かる資料など
を持参してください。
▼とき　２月 27 日（土）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　市民生活センター
（駅前町、ヒロロ３階）
▼対象　市民＝４人（先着順）
▼相談料　無料

多重債務・消費生活
法律相談会

▼申し込み受け付け　２月 16
日（火）の午前 10時から電話
で受け付けます。
■■問問市民生活センター（☎ 33-
5830）

　女性司法書士が、相続・成年
後見・借金・家族間の問題など
を抱えた女性の相談に電話で応
じます。
▼とき　３月６日（土）
　　　　午前10時～午後４時

女性のための女性司法書士に
よる無料法律相談会

▼相談電話番号　017-752-
0440
■■問問青森県司法書士会（☎ 017-
776-8398）

　法律に関する問題について、
女性弁護士がアドバイスしま
す。
▼とき　３月 23 日（火）、午
後２時～４時（1人 40分）
▼ところ　市役所内会議室
▼定員　３人（先着順）

女性のための無料法律相談
in 弘前会場

▼申込期限　３月 18 日（木）
※事前の予約が必要。
※弁護士への相談がスムーズに
できるように、予約の際に相談
員が相談内容を伺います。
■■問問青森県男女共同参画センタ
ー相談室（☎017-732-1022、
午前９時～午後４時、水曜日は
休み）

子ども予防接種週間　子ども予防接種週間　
教室名 主な活動日程 定 員

 書道教室  毎月第１・３水曜日、午後１時 30 分～３時 30 分 25 人
 日本舞踊教室  毎月第２・４水曜日、午前 10 時～正午 20 人
 茶道教室（表千家）  毎月第１・３木曜日、午前 10 時～正午 15 人
 茶道教室（裏千家）  毎月第２・４木曜日、午前 10 時～正午 15 人
 健康料理教室①  毎月第３金曜日、午前 10 時～午後１時 20 人
 健康料理教室②  毎月第４金曜日、午前 10 時～午後１時 20 人
 健康体操教室  毎月第１・３土曜日、午前 10 時～正午 15 人
 歌謡（カラオケ）教室  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間休止
 社交ダンス教室  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間休止

　各教室の受講者を募集します。期間はいずれ
も４月～翌年３月の１年間です。
▼ところ　生きがいセンター（南袋町）
▼対象　65歳以上の市民
▼受講料　無料（一部の教室は教材費が必要）
▼申し込み方法　はがきに住所・氏名（ふりが
な）・生年月日・性別・電話番号・教室名（１
人２つまで。健康料理教室は①または②のいず
れか１つ）を記入し、２月 28日（日・当日消
印有効）までに、生きがいセンター（〒 036-
8272、南袋町１の20）へ。
※電話での申し込みはできません。
※より多くの市民に参加してもらうため、同じ

教室での受講が初めての人、連続して３年を超
えない人の順に優先します。受講希望者が定員
を超えた場合は、抽選で決定。結果は後日通知
します。
■■問問生きがいセンター（☎ 38-0848、月曜日は
休み〈月曜日が祝日の場合は翌日が休み〉）

生きがいセンターの教室

　３月１日（月）～７日（日）は、
子ども予防接種週間です。通常
の診療時間内に予防接種を受け
にくい人たちも、３月６日（土）、
７日（日）は定期の予防接種を
受けることができます。接種を
希望する人は、お問い合わせく
ださい。　
■■問問弘前市医師会事務局（☎32-
2371）

  

　定期の予防接種は、ワクチンで防げる
感染症の発生やまん延を予防するために
とても重要であり、感染症にかかりやす
い年齢を考慮して接種時期が決
められています。新型コロナウ
イルス感染症による外出自粛等
により必要な予防接種を遅らせ
ることがないように、予定どお
り受けましょう。

～土・日曜日に予防接種ができます！～～土・日曜日に予防接種ができます！～

３月 1 日～７日は３月 1 日～７日は
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▼開催日　４月～ 10月の毎週月曜日～土曜日
（週1回。利用開始から最長6カ月）
▼開催時間（各回50分程度）
① 午前８時40分～
② 午前９時 40分～
③ 午前 10時 40分～
④ 午後１時 50分～
⑤ 午後２時 50分～
⑥ 午後３時 50分～

▼ところ　ヒロロ（駅
前町）3階高齢者健康ト
レーニング教室
▼内容　６種類のトレーニングマシンを利用し

【ヒロロスクエア教室】

参加料　無料
対象　65 歳以上の市民

【ロマントピア教室】

【温水プール石川教室】

▼開催日　毎日
▼開催時間（各回50分程度）
① 午前８時50分～
② 午前９時 50分～
③ 午前 10時 50分～
④ 午後１時 40分～
⑤ 午後２時 40分～
⑥ 午後３時 40分～

▼ところ　星と森のロマントピア（水木在家字
桜井）森林科学館内

▼開催日　毎日
▼開催時間（各回30分程度）
① 午前９時30分～
② 午前 10時 30分～
③ 午前 11時 30分～
④ 午後１時 30分～
⑤ 午後２時 30分～
⑥ 午後３時 30分～
⑦ 午後４時 15分～

　疲れやすくなったなど、体力の低下を感じていませんか。専門のスタッフ
がサポートしますので、健康増進、介護予防にご活用ください。

高齢者健康トレーニング教室高齢者健康トレーニング教室

た、軽い負荷による運動プログラム
▼定員　100人
▼持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル
▼申し込み方法　３月７日（日・必着）までに、
往復はがき（住所・氏名・生年月日・電話番号・
利用希望曜日と時間〈第１希望から第３希望ま
で〉を記入）で申し込みを。
※家族や友人同士での応募は、はがき１枚に連
名で記載可。応募多数の場合は抽選で決定（新
規利用者を優先）し、３月中旬以降に結果を郵
送します。
■■問問高齢者健康トレーニング教室（〒 036-
8003、駅前町９の20、☎ 35-0161）

　小・中学生を対象に、ボラン
ティアの皆さんを講師として、
初心者向けのスポーツや文化・
芸術など、さまざまな内容のク
ラブを開講します。興味がある
人は参加してみませんか。
▼申し込み方法　はがきかファ
クスまたはＥメール（住所・氏
名〈ふりがな〉・性別・電話番号・
保護者名・4月からの学校名・
学年・希望するクラブ名〈複数
可〉を記入）で、３月５日（金・
必着）までに、中央公民館

「ウィークエンド子どもクラブ」
係（〒 036-8356、下白銀町
19の４、ファクス 33-4490、
Ｅメール chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp）へ。
※複数のクラブに申し込むこと
ができますが、活動日が重複す
るクラブがあります／応募多数
の場合は抽選で決定します／ま
た、各クラブの開始日などは、
後日はがきかＥメールでお知ら
せします。
■■問問中央公民館（☎33-6561）

クラブ名 活動日程（原則として） 会場／内容 対象／参加料

子どもせん茶道クラブ 毎月第２・４土曜日の午
前10時～午後３時

総合学習センター茶室／せん茶道の
けいこ

小・中学生＝２～３人／毎月600円
※低学年の場合、保護者との参加可。

女子ソフトテニスクラブ 毎週土曜日の午前９時
30分～正午 市内体育施設／ソフトテニスの基礎 小学校３年生～６年生の女子＝ 20人／年間2,000円

いけばなこども教室 毎月第１日曜日の午前９
時～11時 30分 弘前商工会議所／いけばなの基礎 小・中学生＝30人／毎回600円

子どもお琴教室
毎月第１土曜日（５月以
降）の午前9時 30分～
11時 50分

弘前市民会館または総合学習セン
ター／琴演奏の基礎と合奏練習

小・中学生＝３人／無料（ただし、
1年間継続できる人）

弘前ねむの会ファミリー
コーラスノーザンウイング

毎月第１・３土曜日（春・
夏・冬休み期間中を除く）
の午後１時30分～４時

市内公共施設／手話・英語・ミュー
ジカルソングを通しての自己表現能
力の学習

小・中学生＝20人／毎月800円
※別途、発表会に出演する際は衣装
代が発生します。

日本舞踊を楽しむ会 毎月第１土曜日の午前
10時～ 11時

総合学習センター茶室／着物の着付
けや和服での所作、礼儀作法の学習 小・中学生＝10人／無料

※上記の内容については変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

▲日本舞踊を楽しむ会 ▲ノーザンウイング

▲子どもせん茶道クラブ ▲いけばなこども教室 ▲子どもお琴教室

  

 学
校の
外にも

友達ができるよ！

▼内容　６種類のトレーニングマシンを利用し
た、軽い負荷による運動プログラム
▼定員　各回＝6人
▼持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル
※利用希望日の３日前までに事前の電話予約が
必要。
※初回時のみ、年齢が確認できるもの（運転免
許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）
をお持ちください。
■■問問ロマントピア教室（☎84-2236）

▼ところ　温水プール石川（小金崎字村元）
▼内容　トレーニングマシンを利用した筋トレ
と有酸素運動を交互に行うサーキットトレーニ
ング
▼定員　各回＝6人
▼持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル
※電話による事前予約を優先。直接参加も可能。
■■問問温水プール石川（☎49-7081）

ウィークエンド
子どもクラブ

会員募集！
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　広報ひろさきは市と市民をつなぐパイプ役とし
て、市の事業の紹介や行事のお知らせなどを皆さ
んにお届けしています。発行は、1日号と 15日
号の月 2回です。

■問い合わせ先　広報ひろさきに関すること…広聴広報課（☎35-1194）／アプリに関すること
…ホープ（☎092-716-1404）

を読む方を読む方法法 い いろ ろ

 アプリから アプリから

　町会に入っている人には
各町会を通じて配布してい
ます。町会には、発行日の2
日前にはお届けしています。

 町会から配布 町会から配布
　まだ世帯が少なく、町会を設立できないよう
な新興住宅地や町会に加入していないアパート
などの集合住宅（5世帯以上のグループ）には、
代表者（送付先）を
決めていただければ
お届けします。希望
する場合は、広聴広
報課へご相談くださ
い。

 グループに配布 グループに配布

　「マチイロ」という無料のアプリがあります。市ホームページと同
じく、発行日の数日前から読むことができます。

【「マチイロ」の主な特徴】
◎最新号が発行されると、アプリにお知らせが届きます。
◎ページめくりや拡大縮小なども簡単にできます。
◎全国約 870の自治体が導入しているので、皆さんにとってゆかりのあるまちの広報
誌も見られるかもしれません。
※アプリは無料ですが、通信費は利用者の負担となります。また、アプリ閲
覧中は広告が表示されますが、その内容に弘前市は一切責任を負いません。
操作方法など、詳しくはアプリ運営元のホープへお問い合わせください。

　市の主な施設や市内の金
融機関、郵便局のほか、イ
トーヨーカドー弘前店、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、セブンイレブン各店などにも備えています。
この他、広報ひろさきを置いていただける市内
の店舗や事業所を募集しています。ご協力いた
だける店舗などありましたら、広聴広報課へご
連絡ください。

 施設や店舗から 施設や店舗から

　パソコンやスマートフォンを
使い、市ホームページで読むこ
とができます。発行日の数日前
に更新されるので、実は一番早
く読むことができる方法です。

 市ホームページから 市ホームページから


