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お知らせ版

No.364

「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）

「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。

弘前さくらまつり弘前さくらまつり
　今年は新型コロナウイルス感染症対策として、出入り口や受付で入園受け付けをした上での入園となる
ほか、飲食可能エリア、出口専用口を設けます。園内は左側または一方通行通路となりますのでご注意く
ださい。出店の営業時間は午後８時まで、ライトアップは午後 9 時 30 分まで実施します。
※さくらの開花状況により、内容を変更する場合があります。

■問い合わせ先　感染症対策について…観光課（☎ 40-0236）／ま
つり全般について…弘前観光コンベンション協会（☎ 37-5501）

　安全安心にさくらまつりを
楽しむために、次のことにご
協力をお願いします。
▼飲酒の禁止
▼左側通行
▼大声での会話をしない
▼食べ歩きの禁止（飲食は飲
食可能エリアで、飲食時以外
はマスクの着用を）
▼手指消毒の徹底
▼社会的距離の確保
▼入園受け付け　マスク着用
確認／検温／手指消毒／受付
用紙の記入または記入済み受
付用紙の持参（インターネッ
トで事前に申し込んでいる人
は不要。インターネット事前
申し込みは右記 QR
コードから）／受付
証（リストバンド）
を身に着ける
※次のいずれか１つに該当す
る場合は入園できませんので
ご了承ください。
◎マスクを着用していない人

（5 歳以下を除く）
◎体温が 37 度 5 分以上また
は体調不良（風邪症状、味覚・
嗅覚異常、強い倦怠感）の人

弘前さくらまつり
新型コロナウイルス感染症対策

（金）（金）
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（水・祝）（水・祝）
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弘前公園案内マップ弘前公園案内マップ
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弘前公園中濠観光舟

　普段見ることのできない
濠からの桜。和船と船頭に
よる濠めぐりを楽しめます。
▼とき　４月 23 日（金）～
５月 5 日（水・祝）、午前９
時～午後５時（最終乗船は
午後４時 30 分）
※１回の運行時間は約25分。雨天中止の場合あり。
▼ところ　弘前公園中濠（乗船場所＝弘前公園東
内門付近）
▼料金　中学生以上＝ 1,000 円、小学生＝ 500 円

（未就学児は無料〈大人 1 人につき 1 人まで〉）
■問い合わせ先　弘前観光コンベンション協会（☎
35-3131）

弘前公園観光人力車

▼とき　4 月中旬～ 10 月下旬、午前９時～午後
４時
※天候により営業時間の変更・中止の場合あり。
▼乗車コース　弘前公園追手門⇔下乗橋
※いずれか片道約 15 分の乗車。
▼乗車定員　２人
▼料金　１台 3,000 円（税込）
■問い合わせ先　弘前市シルバー
人材センター（☎ 36-8828）

桜守による特別サクラ鑑賞ツアー

　桜守（樹木医）がさくらの見どころを案内・解
説します。
▼とき　４月 24 日（土）、５月２日（日）の午
後１時 30 分～（90 分程度）
▼定員　１回 40 人（先着順）
▼参加料　無料（ただし、園内有料区域への入場
料が必要）
※さくらの開花状況により中止・変更の場合あり。
■問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33-8739）

弘前の物産品を紹介

　さくらまつり期間限定の物産販売所の開設やア
ンテナショップの販売時間延長などを行います。

【営業時間（さくらまつり期間）】
○さくらはうす（市立観光館内）…午前９時～午
後８時

○武徳殿物産販売所（弘前公園内北の郭）…午前９
時～午後８時
☆弘前物産館（弘前公園内）…午前９時～午後８時
☆ＪＲ弘前駅物産展（弘前駅自由通路 1 階）…
午前８時～午後７時
※☆は、まつり期間限定の販売店舗です。
■問い合わせ先　弘前市物産協会事務局（☎
33-6963）

花筏（はないかだ）撮影スポットを開設

　さくらの絶景スポットを間近で見ることができ
るよう、通常は入れない外濠の土手の一部を開放
します。
▼とき　４月 23 日（金）～５月５日（水・祝）
▼ところ　位置図のとおり（　　マーク〈３カ所〉）
※撮影や通行の際は十分に安全に注意してご利用
ください。
■問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33-8739）

【位置図】

期間中の催し

開会式 ４月 23 日、午前 10 時～／本丸

2021 津軽三
味線世界大会

５月３日・４日、開場＝午前９時／市
民会館（下白銀町）／入場料…当日券＝
2,000 円、両日券＝ 3,500 円／問い合
わせ先　津軽三味線世界大会実行委員
会事務局（小島さん、☎ 090-6855-
3344）

■開花状況やまつり期間中の催しなど、まつりに関
する問い合わせ先　市立観光館（追手門広場内、
☎ 37-5501 ／４月 23 日～５月５日は午後９時
まで開館）
※弘前公園のさくら情報は、インターネット（http://
www.hirosakipark.or.jp/)でも閲覧できます。

弘前城（本丸）入園料 
午前７時～午後８時 大人（高校生以上） 320 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）

天守への入館料を含む。
※午後８時以降は無料（天守は午後８時で閉館）。
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33-8739）

弘前城植物園入園料
午前９時～午後６時 大人（高校生以上） 320 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）

入園券の発売は午後５時 30 分まで／休園日…なし
※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、身分を証明できるものの提示を。
◆問い合わせ先　弘前城植物園（☎ 33-8733）

藤田記念庭園入園料
午前９時～午後８時 大人（高校生以上） 320 円（250 円）

子供（小・中学生） 100 円（  80 円）

休園日…なし
※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、身分を証明できるものの提示を。
◆問い合わせ先　藤田記念庭園（☎ 37-5525）

◎弘前公園内では火気の
使用はできません。
◎ごみの削減・持ち帰り
にご協力ください。
◎弘前公園までは公共交
通機関のご利用を。

※料金の（　）内は 10 人以上の団体料金。

お得なセット（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）入園料
大人（高校生以上） 520 円（470 円）
子供（小・中学生） 160 円（130 円）

◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33-8739）
通年券（購入日から１年間有効、期間中何度でも入場可）

３施設（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）共通通年券
大人（高校生以上）  …2,090 円 子供（小・中学生）…620 円

◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33-8739）／弘前城植物
園（☎ 33-8733）／藤田記念庭園（☎ 37-5525）
３施設（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）各通年券
大人（高校生以上）  …1,040 円 子供（小・中学生）…310 円

◆問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33-8739）

　Ａｒｔ ｂｙ まごⒸＣＦＭ

ご協力をお願いしますご協力をお願いします
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【「桜ミク」チェックインラリー】　
　弘前さくらまつり公式応援キャラクター

「桜ミク」とコラボした市内観光地をめぐる
チェックインラリーを開催！「ミクナビ」ア
プリをダウンロードして、市内観光施設をめ
ぐるチェックインラリーに参加しませんか。
市内５カ所にある QR コード設置場所のう
ち、４カ所でチェックインすると、抽選で桜
ミクのオリジナルグッズがもらえます。
▼とき　４月 23 日（金）～５月９日（日）
▼ＱＲコード設置場所（全５カ所）　弘前城
情報館、市立観光館、まちなか情報センター、
りんご公園、津軽藩ねぷた村
▼参加料　無料
※事前に専用アプリのダウンロードが必要で
す。通信料は各自ご負担ください。詳しくは
弘前観光コンベンション協会のホームページ

（https://www.hirosaki-kanko.or.jp）を
ご確認ください。

【「桜ミク」イラスト展示会】
　昨年度、「桜ミク×弘前」コラボをテーマ

に全国から応募さ
れたイラストを展
示します。
▼とき　４月 23
日（金）～５月９日（日）
▼ところ　市立観光館ロビー、まちなか情報セ
ンター
▼展示作品数　約 80 点（予定）

【「桜ミク」街なかフラッグ】
　「桜ミク」フラッグがさくらまつりを盛り上
げます。デザインは８種類あるので、ぜひ探し
てみてください。
▼とき　４月上旬～５月上旬
▼ところ　市内中心市街地（弘前駅～土手町～
弘前公園）

【その他】
　桜ミクの「まつり応援ソング」や「桜ミクの
声のＣＭ」が、ユーチューブで公開される他、
弘前公園や観光施設、ＪＲ・弘南鉄道の駅、ラ
ジオ局を通じて放送されます。
■問い合わせ先　市立観光館（☎ 37-5501）

「桜ミク」「桜ミク」
コラボキャンペーンコラボキャンペーン
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35-1120、土・日曜日、祝日は市役所代表☎
35-1111）

市役所駐車場および市立観光館駐車場は
左折での入庫・出庫にご理解とご協力を

　さくらまつり期間中は、弘前公園周辺が大変混
み合います。周辺道路の渋滞緩和のため、市役所
駐車場および市立観光館駐車場の入庫、出庫の際
は、左折のみとします。また、駐車場が混雑して
きた場合は、入庫を制限する場合（市役所・市立
観光館に用事のある人を除く）がありますので、
公共交通機関や周辺の駐車場もご利用ください。
■問い合わせ先　市役所駐車場…管財課（☎
35-1120、土・日曜日、祝日は市役所代表☎
35-1111）／市立観光館駐車場…市立観光館（☎
37-5501）

期間中の臨時駐車場期間中の臨時駐車場

追手門付近の駐輪場について

　さくらまつり期間中、追手門付近（市民広場）
駐輪場を利用する際は、市民会館から入園してく
ださい。

桜を上から眺めてみませんか

　市役所の屋上
を開放し、日本
一の桜と岩木山
を一望できる絶
好の位置に観覧
場所を設置しま
す。 地 上 約 14

園内をご案内します（無料ガイド）

　弘前観光ボランティアガイドの会が案内しま
す。追手門と東門付近に受付テントがありますの
で、気軽にご利用ください。
▼受付時間　４月 23 日～５月５日の午前９時～
午後３時
※事前予約は受け付けていませんので、案内まで
お待ちいただく場合があります。
▼案内範囲　弘前公園
▼ガイド料　無料（有料区域入園料は依頼者負担）
■問い合わせ先　弘前観光ボランティアガイド
の会（弘前観光コンベンション協会内、☎ 35-
3131）

車いすの貸し出し

　さくらまつり期間中、車いすの貸し出しを行い
ます。
▼活動日時　４月 23 日～５月５日の午前９時～
午後４時 
※事前の予約は受け付けていませんので、利用状
況によってはお待ちいただく場合や、お断りする
場合があります。

＝有　料
＝無　料

　弘前さくらまつりの期間中、市民や観光客の皆
さんが渋滞を回避し、快適に・お得にまつりを楽
しめるよう、弘南鉄道弘南線・大鰐線沿線に無料
駐車場を設けます。
　弘南鉄道の利用者は、弘前城本丸、弘前城植物
園、藤田記念庭園の 3 施設の入園料が乗車当日に
限り無料となります。
　さらに期間中、乗車証明書の提出または３施設
無料共通入園券の提示で、弘前れんが倉庫美術館
の観覧料が 100 円引きになります。
▼実施期間　４月 23 日～５月 5 日
▼利用方法　弘南線または大鰐線に乗車し、弘南
線弘前駅もしくは大鰐線中央弘前駅の改札口で発
行される乗車証明書を３施設の各券売所または弘
前れんが倉庫美術館受付に提出
※乗車はどの駅でも構いません。
▼弘南鉄道沿線の無料駐車場　右表
■問い合わせ先　地域交通課（☎ 35-1124）

  駐車場名 最寄り駅 収容台数 無料開放期間

弘
南
線

黒石駅臨時駐車場 黒石駅 約 80 台
４月 23 日～
５月５日田んぼアート駅前

駐車場
田んぼ
アート駅 約 80 台

大
鰐
線

大鰐温泉駅前駐車
場 大鰐駅 約 50 台

４月 23 日～
５月５日
※温水プール石
川駐車場は午前
９時～午後９時。
※弘前学院大学
構内駐車場は期
間中の土・日曜
日、祝日の午前
８時 30 分～午
後９時。

温水プール石川駐
車場

石川プー
ル前駅 17 台

石川駅駐車場 石川駅 約 5 台

大仏公園第２駐車
場 石川駅 約 15 台

小栗山農村交流   
公園駐車場 小栗山駅 約 15 台

弘前学院大学
構内駐車場

弘前学院
大前駅 約 120 台

快適にお得にさくらまつりを楽しもう！

弘南鉄道に乗って

※台数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。
駐車場内での事故・トラブルに関しては責任を負いかねます。

▼活動場所　追手門付近
▼利用料　無料
■問い合わせ先　弘前市ボランティアセンター

（☎ 33-2039）

カラーコーンの設置にご理解とご協力を

　4 月 23 日～ 5 月５日は、違法駐車車両の排
除や交通渋滞の防止、無理な横断者の交通事故防
止を図るため、東門から亀甲町交差点にかけてカ
ラーコーンを設置しています。県内外から訪れる
観光客の安全・安心を第一に、道路における危険
防止と円滑な交通の流れを確保するために必要な
措置ですので、ご理解とご協力をお願いします。
■問い合わせ先　観光課（☎ 40-0236）

４月 23 日～５月５日の市営駐車場開場時間

◎市立観光館駐車場…24 時間
◎市役所駐車場…午前７時～午後９時 30 分（入
庫時間）
※市役所駐車場は午後 10 時を過ぎると出庫で
きなくなりますので、ご注意ください。
■問い合わせ先　市立観光館駐車場…市立観光
館（☎ 37-5501）／市役所駐車場…管財課（☎

ｍからの絶景をぜひご覧ください。
▼とき　４月 23 日～５月５日の午前９時～午後
５時（最終入場は午後４時 30 分）
▼ところ　市役所屋上
■問い合わせ先　管財課（☎ 35-1120、土・日
曜日、祝日は市役所代表☎ 35-1111）

津軽塗技術保存会「春の特別発表会」

　「津軽塗」は、重要無形文化財に指定されると
ともに、「津軽塗技術保存会」がその技術の保持
団体として認定されています。このたび、津軽塗
の展示等を行う「春の特別発表会」を開催します。
▼とき　４月 29 日（木・祝）～５月２日（日）
の午前 10 時～午後４時
▼ところ　旧紺屋町消防屯所（紺屋町）
▼内容　津軽塗技術保存会制作作品などの展示、
津軽塗に関する解説パネルの展示、伝承者養成研
修の一般公開（開催日不定期）、その他津軽塗作
品などの販売
▼観覧料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問い合わせ先　津軽塗技術保存会事務局（文化
財課内、☎ 82-1642）

津軽魂食Tsugaru Soul Food Festa2021

▼とき　４月 17 日（土）～
4 月 25 日（日）の午前 11
時～午後５時
※4月25日は午後 3 時まで。
▼ところ　追手門広場（下白
銀町）
▼内容　とげ栗ガニ汁の販売（期間中、正午～）、
個性派津軽ソウルフード 10 店舗以上出店・津軽
みやげ販売等
■問い合わせ先　弘前市旅館ホテル組合（☎ 34-
2657）

 

※臨時無料駐車場（　　）は、夜間は閉鎖します（午後６時まで
利用可）。

臨時バス
ターミナル
（津軽藩ねぷた村）
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65 歳以上の人の介護保険料の改正65 歳以上の人の介護保険料の改正

第７期介護保険料
（令和２年度）

所得段階 基準額に
乗ずる割合

保険料年額
（保険料月額）

第 1 段階 0.3 ２万 3,310 円
（1,942 円）

第２段階 0.5 ３万 8,850 円
（3,237 円）

第３段階 0.7 ５万 4,390 円
（4,532 円）

第４段階 0.875 ６万 7,980 円
（5,665 円）

第５段階 1.0
７万 7,690 円
（6,474 円）

基準額

第６段階 1.125 ８万 7,410 円
（7,284 円）

第７段階 1.25 ９万 7,120 円
（8,093 円）

第８段階 1.5 11 万 6,540 円
（9,711 円）

第９段階 1.75 13 万 5,960 円
（１万1,330円）

第８期介護保険料
（令和３年度～５年度）

所得段階 基準額に
乗ずる割合 対象者 保険料年額

（保険料月額）

第 1 段階 0.3

○生活保護受給者の人
○世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福
祉年金受給の人
○世帯全員が市町村民税非課税で、前年の
課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80
万円以下の人

２万 4,330 円
（2,027 円）

第２段階 0.5
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課
税年金収入額と合計所得金額の合計が 80
万円を超え 120 万円以下の人

４万 550 円
（3,379 円）

第３段階 0.7 世帯全員が市町村民税非課税で、上記以外
の人

５万 6,770 円
（4,730 円）

第４段階 0.875
世帯の中に市町村民税課税者がいるが、本
人は市町村民税非課税で前年の課税年金収
入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下
の人

７万 960 円
（5,913 円）

第５段階 1.0 世帯の中に市町村民税課税者がいるが、本
人は市町村民税非課税で上記以外の人

８万 1,090 円
（6,757 円）

基準額

第６段階 1.125 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 125 万円未満の人

９万 1,230 円
（7,602 円）

第７段階 1.25 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 125 万円以上 190 万円未満の人

10 万 1,370 円
（8,447 円）

第８段階 1.5 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 190 万円以上 320 万円未満の人

12 万 1,640 円
（１万 136 円）

第９段階 1.7 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 320 万円以上 400 万円未満の人

13 万 7,860 円
（1 万 1,488 円）

第 10 段
階

2.0 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 400 万円以上 600 万円未満の人

16 万 2,180 円
（1 万 3,515 円）

第 11 段
階

2.1 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 600 万円以上 800 万円未満の人

17 万 290 円
（1 万 4,190 円）

第 12 段
階

2.2 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得
金額が 800 万円以上 1,000 万円未満の人

17 万 8,400 円
（1 万 4,866 円）

第 13 段
階

2.3 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 1,000 万円以上の人

18 万 6,510 円
（1 万 5,542 円）

65 歳以上の人の介護保険料の改正
■問い合わせ先　介護福祉課介護保険料係（市役所１階、☎ 40-7049）

Town Information 市政情報

　介護報酬改定に伴い、弘前市介護予防・日常生
活支援総合事業のサービス利用料を改定しまし
た。

【変更後】（１割負担の人の 1 カ月あたりの料金）
①訪問介護相当サービス　
週１回程度…1,176 円
週２回程度…2,349 円
週２回を超える程度…3,727 円
②通所介護相当サービス
要支援１、事業対象者（要介護または要支援から
の更新者に限る）…1,672 円
要支援２で週１回程度…1,714 円

要支援２で週２回程度…3,428 円
※生活支援サービス、生きがい型デイサービスお
よび通所型サービスＣの料金は変更ありません
が、加算額の改定については利用しているサービ
ス事業所へお問い合わせください。
■問い合わせ先　介護福祉課自立・包括支援係（☎
40-7072）

総合事業のサービス利用料が変わりました令和３年
４月１日より

　令和３年度から３年間の第８期介護保険料基準
額が 4.4％引き上げの 8 万 1,090 円に決定とな
りました（改定後の保険料は下表を参照）。
　介護保険事業計画は、介護保険制度が円滑に運
営されるよう、３年を１期として定めることとさ
れており、保険料はその事業に要する費用の見込
み額から算定しています。保険料が引き上げにな
る要因は、給付費見込額等の増額や令和３年度の
介護報酬改定率が 0.70％の増額改定となったこ

とによるものです。
　保険料算定については、高所得者層の負担割合
を引き上げ、能力に応じた負担にすることにより、
低所得者層の負担を低く抑えることができるこ
とから、所得段階をこれまでの９段階から13段
階へ多段階化しています。令和３年度の保険料納
入通知書または決定通知書は７月中旬に郵送しま
す。今後も安定した介護保険制度を持続するため、
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

▼募集人員　１人
▼雇用期間　６月１日～令和４年３月 31 日（業
務が継続する場合、更新の可能性あり）
▼勤務場所　農村整備課（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
▼応募資格　
①野生動物からリンゴ等の農産物を守る業務に意
欲を持って取り組むことができること
②狩猟免許（わな猟免許等）を取得している、ま
たは取得を目指す意思があること（採用後に狩猟
免許の取得が求められます）
③普通自動車運転免許を取得していること

④パソコン（ワード、エクセルなど）の技能を一
定程度有すること
▼申し込み方法　５月 10 日（月・必着）までに、
市販の履歴書に必要事項を記入し、顔写真を貼付
の上、普通自動車運転免許証の写しと狩猟免状の
写し（所持の場合）を同封し、郵送か持参で農村
整備課（〒 036-8551、上白銀町１の１）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ください。
※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
村整備課鳥獣対策係（☎ 40-4155）

あなたの力を
市政のために

有害鳥獣対策業務や一般事務に従事する
会計年度任用職員を募集します

【新型コロナウイルスワクチンに関する問い合
わせや相談】
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

（☎ 0120-761-770、午前９時～午後９時〈土・
日曜日、祝日も実施〉）　　

【副反応などの相談】
青 森 県 新 型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 相 談 電 話（ ☎
0570-012-018、月～金曜日の午前９時～午
後５時）

【接種手続きなどに関する相談】
弘前市新型コロナウイルスワクチン接種コール
センター（☎ 0120-567-745、月～金曜日
の午前９時～午後８時、日・祝日の午前９時～
午後５時）
※ワクチン供給と国で示す接種スケジュールか
ら、ワクチン接種の予約開始時期、予約方法、
接種会場を個別に文書でお知らせしますので、
医療機関等への問い合わせは控えてください。
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Town Information 市政情報

市内の中小企業者
を支援します 令和３年度ひろさきブランド販路開拓補助金

　市では、中小企業者等が持つ独自の技術・製品
および工芸品の販路拡大、新規需要開拓を促進す
るために、市内の中小企業者等が国内外の見本市
等へ出展する事業を支援します。
▼対象事業　令和３年度中に国内外で開催される
見本市などへ出展する事業
▼対象者　次のいずれかに該当する人・団体
ア．市内に主たる事業所を有する中小企業者
イ．構成員のうち市内に主たる事業所を有する人
が過半数である組合または任意団体
▼対象経費　
①旅費、②出展料、③小間装飾費、④備品借上料、
⑤印刷製本費、⑥運送料、⑦保険料、⑧通訳料
▼補助金額　補助率２分の１以内
①海外…50 万円を限度
②国内…30 万円を限度
▼募集期間　
①新規事業者…４月 15 日（木）～随時

②継続事業者…５月 17 日（月）～随時
※予算が無くなり次第募集終了。
※制度の概要および交付申請書は市
ホームページ（右記 QR コード）から
ダウンロードできます。
■問い合わせ・申請先　産業育成課物産振興係（☎
32-8106）

　就職に必要な資格取得を目的として受講する教
育訓練や技能講習に要する入学料および受講料の
一部を補助します。
▼対象者　市内に住所を有する人で、ハローワー
クを通して求職の申し込みをしている
①失業者
②パート・アルバイト労働者
※他にも要件があります。
▼対象訓練　市内に所在する教育訓練施設で行わ
れるもので、一般教育訓練、特定一般教育訓練と
して厚生労働大臣が指定した訓練（通学による訓
練が全課程の 50％を超えるもの）、または市内
に所在する技能講習施設で行われるもので、労働
安全衛生法に基づき実施される技能講習
▼対象経費　入学料および受講料（交通費、副教
材購入費等は除く）
▼補助限度額
◎教育訓練　
女性および 40 歳未満の男性…対象経費の実支出
額の合計額の３分の２に相当する額または 15 万
円のいずれか少ない額
40 歳以上の男性…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 10 万円のいずれ
か少ない額
◎技能講習
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 10 万円のいずれか少ない額
※教育訓練給付金、短期訓練受講費の支給を受け
ることができる対象者は、当該給付金または受講
費の額を控除。
▼募集期間　随時（先着順、予算額に達した時点
で受付終了）
▼申し込み方法　対象訓練受講開始日の 2 日前
までに、交付申請書などを提出して下さい。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ・申込先　商工労政課（市役所５階、
☎ 35-1135）

資格取得にチャレ
ンジしませんか

令和３年度弘前市資格取得チャレンジ支援事業
費補助金

【体験型！デジタルスポーツミ
ュージアム】
▼とき　5月1日（土）、 ①午前
10時～正午／②午後１時～３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）4階
市民文化交流館ホール 
▼内容　デジタル芸人・アキラ
ボーイによるデジタルアート
で、さまざまなスポーツアトラ
クションを体験できます。
▼参加料　無料
※事前の予約は不要。 
詳細は、ヒロロスクエアホーム
ページ（http://www.hiroros
quare.jp）で確認を。
■■問問 市 民 文 化 交 流 館（ ☎ 35-
0154、午前８時 30 分～午後
９時）

【はぎれで作るミニタペストリ
ー】
▼とき　４月 21 日（水）～
23 日（金）の午前９時 30 分
～正午
▼ところ　鳴海要記念陶房館

（賀田字大浦）
▼内容　工房「咲里（サリ）」
による手芸のワークショップ
▼持ち物　はさみ、針、糸
▼料金　1,350 円（材料代と
して／飲み物付き）
■■問問 鳴海要記念陶房館（☎ 82-
2902、火曜日は休み）

【はるか夢球場バッティングセ
ンター】
▼とき　４月 29 日（木・祝）、
午前９時～午後４時（受け付け
は午前８時 30 分～）
▼参加料　500 円（１回 24 球）
▼持ち物　バット、ヘルメット

（無料で貸し出します。スパイ
クの着用は不可）
▼その他　グラウンド内は飲食
不可

【はるか夢球場防災フェスタ】
▼とき　４月 29 日（木・祝）
　　　　午前 10 時～午後１時
▼内容　地域防災拠点施設「は
るか夢球場」の防災設備見学、
防災体験、防災車両の展示・乗
車体験、防災クイズ、防災グッ
ズの展示
※各体験コーナーに参加してス
タンプを集めると、バッティン
グセンター 10 球無料券がもら
えます。マスコットキャラクタ
ー「消防犬火けし君」も登場！
▼参加料　無料
～共通事項～
▼ところ　はるか夢球場（豊田
２丁目、運動公園内）

鳴海要記念陶房館の催し

はるか夢球場のイベント

イベント

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。

Town InformationTown InformationTown Information●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

※事前の申し込みは不要。雨
天による中止の場合、当日の
午 前 ８ 時 に 市 ス ポ ー ツ 協 会
Facebook でお知らせします。
■■問問運動公園（☎ 27-6411）

▼とき　５月１日（土）、
午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）２階ラウンジ
▼内容　俳句をうたう（その１）
▼出演　木村直美さん（声楽
家）、鈴木久巳子さん（伴奏）
▼定員　15 人（先着順）
▼参加料　無料（ただし入館料
がかかります）
▼入館料　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。
■■問問 ４月 15 日（木）から、電話
またはカウンターで郷土文学館
（☎37-5505）へ。

【世界に１冊だけの自分のえほ
んをつくろう】
▼とき　５月 15 日（土）、午
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＝５組（先着順）
▼参加料　絵本１冊製作につき
100 円
■■問問 ４月 16 日（金）から、電話
またはカウンターで弘前図書館

（☎ 32-3794）へ。

ラウンジのひととき

手作り絵本講習会

教室・講座

ヒロロだよ！全員集合！
～春の陣～
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▼とき　５月 11 日（火）・25
日（火）、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
▼内容　初心者や高齢者にも優
しいヨガ
▼講師　「ヨガスタジオリライ
ト」ヨガインストラクター
▼対象　65 歳以上の市民＝各
回 12 人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　タオル、飲み物
※動きやすい服装で参加を。
■■問問 11 日 開 催 分 は ４ 月 20 日

（火）から、25 日開催分は５月
６日（木）から受付開始。温水
プール石川（☎ 49-7081）へ。

　学ぶ市民のためのパソコン講
座です。

【はじめてのパソコン講座】

ゆったりヨガ教室

市民ボランティアによる
パソコン講座

▼とき　５月 11 日・18 日・
25 日（いずれも火曜日）の午
前 10 時～午後３時
※３日間で１セットの講座。
▼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
＝ 16 人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、昼食
▼申し込み方法　４月 18 日

（日）以降に、電話か来所で申
し込みを。
■■問問学習情報館（総合学習センタ
ー内、☎ 26-4800）

【自分に似合うカラーを見つけ
て元気に過ごそう！】
▼とき　５月 13 日（木）
　　　　午前 10 時～ 11 時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼講師　田村静香さん（色彩ア
ドバイザー）

ベテランズセミナー

▼対象　おおむね 60 歳以上の
市民＝ 30 人程度（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　５月 10 日

（月）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。
■■問問 中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜 日
は休み）

　桜のせん定枝を
活用した草木染め
でこぎん刺しの糸
を染め、こぎん刺し
コースターを作ります。桜と伝
統工芸に親しんでみませんか。
▼ と き　草木染め…５月22日

（土）、午前９時 30 分～ 11 時
30 分／こぎん刺し…５月 29
日（土）、午前９時 30 分～正
午
※２日間で１セットの講座。

桜の枝の草木染めと
こぎん刺し体験教室

森県視覚障害者情報センター
（☎青森 017-782-7799、■■ＦＦ
017-782-7228）へ。

▼とき　６月 12 日、７月 10
日、 ８ 月 ７ 日、 ９ 月 11 日、
10 月 ９ 日、11 月 20 日、12
月 11 日（いずれも土曜日）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）４階、第４・５
研修室
▼対象　小・中学生＝ 15 人
▼参加料　各回550円（花材費）
▼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（タ
オルなど）
▼申込期限　５月 21 日（金）
■■問問華道家元池坊弘前支部（葛西
さん、☎ 27-0054）

▼とき　５月６日・20 日、６
月３日・17 日、７月１日・15
日（いずれも木曜日）の、午後
７時～８時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）
▼対象　一般＝各回 30 人（先
着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　１回 500 円（全６
回参加の人は 2,500 円。ただ
し初回参加時に一括払いした人
のみ）
※詳しい持ち物などは問い合わ
せ先に確認してください。
■■問問 温 水 プ ー ル 石 川（ ☎ 49-
7081）

伝統文化
こどもいけばなクラブ

泳げなくても楽しめる
水中エアロビクス
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▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼講師　草木染め…佐藤芳子さ
ん（りんご工房主宰）／こぎん
刺し…須藤郁子さん（弘前こぎ
ん研究所・青森県伝統工芸士）
▼対象　両日参加できる小学校
５年生以上＝ 10 人（小学生は
保護者の同伴が必要）
▼参加料　無料
▼持ち物　草木染め…ゴム手
袋、エプロン（汚れてもいいも
の）／こぎん刺し…染めた糸
▼申し込み方法　往復はがきに
教室名・住所・氏名・年齢・電
話番号を記入の上、５月７日

（金・必着）までに郵送してく
ださい。
※往復はがき１枚につき２人ま
で応募できます。応募多数の
場合は抽選で決定し、５月 14
日（金）までに抽選結果をお知
らせします。詳細はプラザ棟
ホームページ（http://www.
city.hirosaki.aomori.jp/
kankyoseibi/plaza/) をご覧
ください。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（〒 036-8314、町田
字筒井６の２、☎ 36-3388、
受け付けは午前９時～午後４
時、月曜日〈月曜日が祝日の場
合は翌日〉は休み）

▼とき　６月１日～９月 28 日
の毎週火曜日、午後１時～４時
▼ところ　弘前市障害者生活支
援センター（土手町）
▼内容　声の図書の知識、音訳
の方法および実技など
▼対象　高校卒業程度の学力を
有し、パソコンを所有し基本操
作ができる人＝５人程度（書類
選考あり）
▼受講料　無料
■■問問 ５月 10 日（月）までに、青

音訳奉仕員養成講習会

  
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。

　平成 30 年度より整備工事を進めてきた、旧
第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）が４
月 17 日（土）よりリニューアルオープンしま
す。展示内容を大幅に見直し、建物の歴史や魅
力を紹介しています。明治の弘前が生んだ名匠・
堀江佐吉の最高傑作をご鑑賞ください。

▼開館時間　午前９時 30 分～午後４時 30 分
（弘前城菊と紅葉まつり以外のまつり期間中は
午後６時まで）
▼休館日　毎週火曜日（まつり期間中は無休）

※まつり…さくらまつり、ねぷたまつり、弘前
城菊と紅葉まつり、弘前城雪燈籠まつり。
▼入館料　一般＝ 200 円、団体（一般 25 人以
上）＝ 100 円／小・中学生＝100円、団体（小・
中学生５人以上）＝無料
※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 文化財課（☎ 82-1642）／旧第五十九銀行
本店本館（元長町、☎ 36-6350）

４月 17 日

 スポーツ

  

休日在宅当番

▼診療時間　内科…午前９時～
正午／耳鼻いんこう科・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。

歯　科
5／2 さくらデンタルクリ

ニック（城東北３）
☎26-1188

3 三和歯科クリニッ
ク（中野４）

☎87-7070

松野歯科医院
（上瓦ヶ町）

☎37-8148

4 関歯科医院（和泉１）☎26-2789
浜の町歯科クリニ
ック（浜の町東３）

☎37-3566

5 毛内歯科医院
（田園４）

☎29-2332

梅原歯科医院
（土手町）

☎32-7330

9 清歯科医院（青山５）☎37-8020
16 松山歯科医院

（富田３）
☎33-2020

23 くどう歯科（茂森町）☎31-0120
30 やまざき歯科医院

（大清水４）
☎39-6666

内　科
5／2 梅村医院（石渡１） ☎32-3593
９ さがらクリニック

（桔梗野１）
☎37-2070

16 佐藤内科小児科取
上医院（取上２）

☎33-1191

23 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

30 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

耳鼻いんこう科・眼科
5／2 福島耳鼻咽喉科

（百石町）
☎32-5032

3 松本眼科（三岳町） ☎31-3211
4 よしだ耳鼻科・小

児科（中野２）
☎33-2306

5 代官町クリニック吉
田眼科（代官町）

☎38-4141

16 宮園耳鼻科クリニ
ック（宮園５）

☎39-1133

30 めとき眼科クリニ
ック（北横町）

☎40-0691



12 13広報ひろさき　２０２1. 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

　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を実施します。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（金）～５月 10 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　調査員が対象世帯にアンケート用
紙を配布し、後日、直接回収します。
■■問問広聴広報課統計係（☎ 40-7016）

にご協力を！市 民 意 識 ア ン ケ ー ト

日の毎週火曜日、午後１時～２
時
▼内容　平泳ぎの基本練習

【背泳ぎ】
▼とき　５月 14 日～６月 18
日の毎週金曜日、午後１時～２
時
▼内容　背泳ぎの基本練習
～共通事項～
▼ところ　温水プール石川
▼対象　クロールを 15 ｍ以上
泳げる市民＝各教室 15 人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　４月 27 日

（火・必着）までに、往復はが
きに住所・氏名（ふりがな）・
年齢（生年月日）・電話番号・
教室名を記入の上、郵送してく
ださい。
※家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。申し込み多
数の場合は抽選で決定。飲み物、
汗拭きタオルを持参で参加を。
各自傷害保険に加入を。詳しい
持ち物は問い合わせ先に確認し
てください。
■■問問 温水プール石川（〒 036-
8123、小金崎字村元 125、☎
49-7081）

▼ と き　 ５ 月 11 日・25 日、

プールサイドでホットヨガ

▼とき　５月６日～６月 10 日
の毎週木曜日、午後１時～２時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）
▼内容　水中での体操、ストレ
ッチを兼ねた水中ウオーキング
など
▼対象　市民＝ 25 人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　４月 28 日

（水・必着）までに、往復はが
きに住所・氏名（ふりがな）・
年齢（生年月日）・電話番号・
教室名を記入の上、郵送してく
ださい。
※家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。申し込み多
数の場合は抽選で決定。飲み物、
汗拭きタオルを持参で参加を。
各自傷害保険に加入を。詳しい
持ち物は問い合わせ先に確認し
てください。
■■問問 河西体育センター（〒 036-
8316、石渡１丁目 19 の１、
☎ 38-3200）

【平泳ぎ】
▼とき　５月 11 日～６月 15

プールで体力づくり教室

水泳教室

６月８日・22 日、７月６日・
20 日（いずれも火曜日）の、
午後７時～８時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）
▼対象　一般女性＝各回 30 人

（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　ヨガマット（屋外で
使用したものは不可）またはバ
スタオル
▼参加料　１回 1,000 円（全
６回参加の人は 5,000 円。た
だし初回参加時に一括払いした
人のみ）
■■問問 温 水 プ ー ル 石 川（ ☎ 49-
7081）

▼とき　午前の部…５月 12 日
～７月７日の毎週水曜日（ただ
し５月 26 日を除く）、午前 10
時～正午／夜の部…５月 11 日
～６月 29 日の毎週火曜日、午
後７時～９時
▼ところ　運動公園（豊田２丁
目）庭球場
▼内容　基本のストローク
▼対象　未経験者でラリーの続
かない人（学生を除く）＝各部
10 人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　４月 25 日

（日・必着）までに、往復はが
きに住所・氏名（ふりがな）・
年齢（生年月日）・電話番号・
教室名を記入の上、郵送してく
ださい。
※家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。申し込み多
数の場合は抽選で決定。飲み物、
汗拭きタオルを持参し、運動の
できる服装で参加を。各自傷害
保険に加入を。詳しい持ち物は
問い合わせ先に確認してくださ
い。
■■問問市民体育館（〒 036-8362、

テニス体験教室

五十石町７、☎ 36-2515）

　軽いリズム体操や脳トレなど
で身体を動かします。
▼とき　５月 13 日～７月 29
日の毎週木曜日（ただし７月
22 日を除く）、午後１時 30 分
～２時 30 分
▼ところ　金属町体育センター
集会室
※室内用シューズの持参を。
▼対象　市民＝ 12 人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　４月 30 日

（金・必着）までに、往復はが
きに住所・氏名（ふりがな）・
年齢（生年月日）・電話番号・
教室名を記入の上、郵送してく
ださい。
※家族や友人同士での参加はは
がき１枚で応募可。申し込み多
数の場合は抽選で決定。飲み物、
汗拭きタオルを持参し、運動の
できる服装で参加を。各自傷害
保険に加入を。詳しい持ち物は
問い合わせ先に確認してくださ
い。
■■問問 金 属 町 体 育 セ ン タ ー（ 〒
036-8245、金属町１の９、☎
87-2482）

▼とき　５月 14 日～ 11 月５
日の毎週金曜日、午前 10 時～
11 時 30 分（ただし７月 23 日、
８月 13 日を除く）の計 24 回
▼ところ　弘前公園（下白銀町）
※集合場所は市民体育館（五十
石町）正面玄関前。
▼内容　ノルディックウォーキ
ングポールを用いたウオーキン
グ
▼持ち物　ポール（貸し出しも

～認知症を予防しよう！～
☆楽しく健康教室☆

一緒に歩こう！
ノルディックウォーキング

あります）、小さめのリュック
など
▼対象　約５㎞歩くことができ
る人
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　１シーズン 2,500
円（別途ポールレンタル料１回
100 円）
■■問問 笹 森 記 念 体 育 館（ ☎ 37-
5508）

▼とき　５月 23 日～９月 25
日の毎週土・日曜日、午前 10
時～正午
※ た だ し ６ 月 19 日・27 日、
７月 10 日・11 日・31 日、８
月１日・７日・８日・14 日・
15 日・21 日、９月 11 日・12
日・19 日を除く。
▼ところ　弘前公園西濠ボート
乗り場（下白銀町）ほか
▼内容　ヨット・カヌーの基本
技術と基本技能など
▼持ち物　運動靴・ウォーター
シューズ、着替え
※水に濡れてもいい服装で参加
を。
▼対象　小学校３年生以上＝
30 人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼ 参 加 料　 １ シ ー ズ ン 1 人
500 円
■■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33-4545）

　高齢者などが気軽に集まれる
交流の場をつくり、地域住民が
健康で生きがいを持ち安心して
暮らせる地域づくりを一緒に目
指しませんか。

ヨット・カヌー教室

「ふれあいの居場所」を
開始してみませんか

　市では、茶話会や体操、創作
活動などにより高齢者同士や地
域住民との交流を図り、地域の
支え合い活動の拠点となる場

「ふれあいの居場所」づくりを
推進しています。現在「ふれあ
いの居場所」への登録者または
団体を募集しています。
　開設・運営のために活用でき
る「令和３年度ふれあい居場所
づくり事業補助金」も開始して
います。
　居場所を開始したい、自分の
地域にもあればいいなという
人、すでに活動しているけど参
加者を増やしたいなど困ってい
る人はふれあいの居場所として
登録してみませんか。相談も受
け付けていますので、気軽にご
相談ください。
■■問問介護福祉課（☎ 40-7072）

　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。講義を受けるだけの
人、投稿に挑戦したい人、出版
を考えている人など、学ぶ喜び
を感じてみませんか。
▼とき　４月 25 日～令和４年
３月 27 日の毎月第２・第３・
第４日曜日、午前 10 時 30 分
～午後０時 30 分
▼ところ　城東閣フレキシブル
ルーム（鍛冶町）
▼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。
■■問問弘前文学学校事務局（渋谷さ
ん、☎ 88-2427）
※あおもり県民カレッジの認定
校。

弘前文学学校 22 期生募集

    

その他
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　市農林部、JA つがる弘前、JA 相馬村および
JA 津軽みらいの無料職業紹介所では、リンゴ生
産作業に従事する人を募集しています。
▼作業期間　５月から 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　リンゴ生産の作業（摘花、摘果、葉
取り・玉回し、収穫など）
※リンゴ以外の農作業についても相談に応じます。
▼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　面談による選考
▼問い合わせ先など
  

  

  

  

  

  

  

  

  

※平日の午前８時 30 分から午後５時まで（祝祭
日・年末・年始などの閉庁日を除く）。

無料職業紹介所 住所 電話番号
弘前市農業無料職業
紹介所（市農林部内） 上白銀町１の１ ☎ 40-7102

JA つがる弘前農作業
従事者無料職業紹介所

五代字早稲田
509 の１ ☎ 82-1052

JA 相馬村農作業従事者
無料職業紹介所

五所字野沢
23 の１ ☎ 84-3215

JA 津軽みらい石川
グリーンセンター

石川字家岸
45 の３ ☎ 92-3311

雇用契約

紹介・
あっせん

求人申し込み求職申し込み 無料職業紹介所

求人者（農家）求職者（働き手）

  

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　168,203 人
 　男  　  76,989 人 　男  　  76,989 人
 　女 　   91,214 人 　女 　   91,214 人

令和３年３月１日現在（推計）令和３年３月１日現在（推計）
・世帯数  72,178 世帯　・世帯数  72,178 世帯　

（−186）（−186）
（−84）（−84）

（−102）（−102）
（−75）（−75）

沢）
▼入園料　無料
■■問問 瑞 楽 園（ ☎ 55-6806、 ■■ＥＥ
paysage@jomon.ne.jp）

　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・社会教育施設など）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。対象の人は
申請してください。対象施設な
ど詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
▼対象　平成 15 年４月２日以
降に生まれた子どもが３人以上
いる親子
▼申請場所　こども家庭課
▼申請に必要なもの　親子全員
分の健康保険証など扶養関係を
証明する書類
※令和２年度のパスポートを持
っている世帯で今年度も要件に

ひろさき多子家族応援
パスポートを利用しませんか

　市内で水道水以外を利用し、
かつ下水道へ汚水を放流してい
る場合は、その使用状況（使用
人数・使用箇所）について申告
が必要です。また、使用状況に
変更があった場合も、その都度
申告が必要です。
　今年度から、過去に申告した
人を対象に使用状況の調査を実
施します。自宅に調査書類が届
いた人は、ご協力をお願いしま
す。
■■問問上下水道部お客さまセンター

（☎ 55-6868）

▼とき　４月 20 日（火）～
11 月 20 日（土）の午前９時
30 分～午後４時 30 分
▼ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘

井戸の使用状況調査に
ご協力ください

国指定名勝「瑞楽園」開園

当てはまる場合は、４月上旬に
令和３年度のパスポートを郵送
しています。
■■問問こども家庭課家庭給付係（市
役所１階、☎ 40-7039）

　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たり
する場です。
▼とき　5 月 11 日、6 月 8 日、
7 月 13 日、8 月 10 日、9 月
14 日、10 月 12 日、11 月 9 日、
12 月 14 日、令和４年 1 月 11
日、2 月 8 日、3 月 8 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～入学前の幼児と
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

キッズネットクラス

は 200 円程度の実費負担あり）
■■問問 中央公民館（☎ 33-6561、
火曜日は休み）

　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　４月 25 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〉）

▼とき　５月 18 日（火）、午
前９時 30 分～午後４時 30 分
▼ところ　総合学習センター

（末広４丁目）
▼対象　在職者（中堅層）＝
15 人
▼受講料　3,300 円
▼申し込み方法　５月７日（金）
までに、ファクスで申込書の提
出を（申込書は下記ホームペー
ジからダウンロードできます）。
■■問問 ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、■■ＦＦ 017-777-
1187、 ■■ＨＨ https://www3.
jeed.go.jp/aomori/poly/）

　巡視月誌の提出（月１回）、
岩木川に関する情報提供や河川
の異常を発見したときの通報、
河川関係行事への参加などの活
動をする河川愛護モニターを募
集します。
▼任期　７月１日から１年間

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

生産性向上支援訓練
～成果を上げる業務改善～

河川愛護モニター募集

（予定）
▼活動地区　岩木茜橋～清瀬橋
区間（岩木川左右岸）
▼募集人数　活動地区付近に居
住している満 20 歳以上の人＝
１人
▼報酬　月額 4,500 円程度（予
定）
▼申し込み方法　５月 14 日

（金・必着）までに、郵送（履
歴書と「川とのかかわり」につ
いて簡単に記述したもの〈任意
様式〉を同封）で申し込みを。
※詳しくは、青森河川国道事務
所ホームページ（http://www.
thr.mlit.go.jp/aomori/）で確
認するか、問い合わせを。
■■問問青森河川国道事務所河川占用
調整課（〒 030-0822、青森
市 中 央 ３ 丁 目 20 の 38、 ☎
017-734-4537）

【オンデマンド交通の運行が始
まります！】
　オンデマンド交通とは、利用
者の予約に応じて運行する乗合
型の公共交通サービスです。
JR 東日本では、市内の主要な
駅や観光施設、公共施設などの
乗降ポイントを結ぶ乗合バス・
タクシーの運行を行います。
▼期間　９月 30 日（木）まで
※まつり期間中など、著しい交
通渋滞が見込まれる期間は運
休。
▼運行時間　午前８時 30 分～
午後５時 30 分
▼対象施設　弘前駅、中央弘前
駅、りんご公園、弘前れんが倉
庫美術館、市役所など（47カ所）
▼予約・支払方法など
①右記 QR コードか
ら予約・決済…運賃
300 円／回
②電話（☎ 080-8607-0788）

TOHOKU MaaS（トウホ
クマース）関連情報

で予約…運賃 400 円／回
※車内で Suica での決済。現
金での決済はできません。

【青森・弘前デジタルフリーパ
スを販売します！】
　JR 東日本では、９月 29 日
までの期間、JR 線と路線バス
の一部をお得に乗り降りできる
デジタルフリーパスを販売しま
す。
▼主な内容　①ベーシック…フ
リーエリア内では、JR 線（奥
羽本線の青森駅～弘前駅間）の
普通列車（快速含む）の普通車
自 由 席 と、 市 内 を 運 行 す る
100 円バス（ためのぶ号を含
む全路線）が２日間の有効期限
内において乗り降り自由。／②
セミワイド…上記①の内容に加
えて、JR 線（奥羽本線の弘前
駅～大鰐温泉駅間）の普通列車

（快速含む）の普通車自由席、
弘南バスの「弘前～嶽温泉間」、

「弘前～西目屋村役場前間」お
よび青森市が運行する「ねぶた
ん号」が乗り降り自由。
▼設定区間と販売額　青森・弘
前デジタルフリーパスフリーエ
リ ア … ベ ー シ ッ ク（ 大 人 ＝
1,250 円、子ども＝ 620 円）
／セミワイド（大人＝ 1,830
円、子ども＝ 910 円）
■■問問 乗車券の販売など詳しくは、
TOHOKU MaaS
サ イ ト（ 右 記 QR
コードからアクセス
できます）へ。
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　中央公民館が開設する子どもクラブでは、市
内に在住または通学している小学生・中学生を
対象に、令和３年度の新会員を募集します。
▼内容　下表参照

　仲間と協力し、さまざまな活動に取り組むこ
とによって、未来の社会で活躍できるリーダー
シップを身に付けませんか。
▼とき　６月 19 日～令和４年２月 12 日（毎
月１回程度で、時間は午後１時～３時〈宿泊体
験時は終日〉）
▼ところ　中央公民館岩木館（賀田１丁目）ほか
※８月 14 日～ 16 日の３日間は、友好都市で
ある群馬県太田市で訪問交流活動を行います。
▼内容　仲間づくりゲーム、スキルアップ学習、

いろんな学校の友だちを作ろう♪

子どもたちの参加を募集！子どもたちの参加を募集！
▼申し込み方法　５月１日（土・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〉、性別、電話番号、学校名、学年、
保護者名、希望するクラブ名〈複数可〉を記入）
で、中央公民館「子どもクラブ」係へ。
※複数のクラブに申し込むことができます（優
先順位の記入を）。また、応募多数の場合は抽
選で決定し、決定通知を５月上旬に発送予定。

クラブ名 主な活動日程／開始日 会場／内容 対象／参加料（年会費）
自然観察
クラブ

毎月第１土曜日の午前９時 30 分～
11 時 30 分／６月５日

集合＝市民会館、活動＝弘前公園ほ
か／野鳥や昆虫、植物の観察など

小 学 生 ＝ 18 人 ／
1,000 円

天文クラブ
毎月第２土曜日、６～ 10 月の午後７
時～９時、11 月～２月の午後５時～
７時／６月 12 日

星と森のロマントピア天文台（６月
～10月）、中央公民館岩木館ほか（11
月～２月）、／天文観測など

小学校３年生～中学
生＝30人／1,000円

小鼓クラブ
毎月第３土曜日の午後１時 30 分～
３時／６月 19 日
※発表会に出演する場合は補習あり。

中央公民館岩木館／小鼓の打ち方、
演奏、日常の作法など

小・中学生＝５人／無
料（発表会に出演する
場合は別途負担あり）

宿泊体験など
▼対象　市内学校に
在籍するか市内に住
所を有する児童・生
徒（小学校４年生～
６ 年 生 ＝ 10 人、 中
学生＝ 10 人、高校生＝５人）
※応募多数の場合は、抽選となります。
▼参加料　5,000 円（年額）
▼申し込み方法　　  5 月 7 日（金）までに、はが
きかファクスまたはＥメール（郵便番号、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、中央公民館へ。
※５月中旬頃に参加決定通知を送付します。

子どもクラブ会員募集

★
★

★

弘前市子どもリーダー弘前市子どもリーダー
養成事業参加者募集養成事業参加者募集

■問い合わせ・申込先　中央公民館（〒 036-1313、賀田１丁目 18 の３、☎ 33-6561、
ファクス 33-4490、Ｅメール chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）


