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弘前りんご花まつり

弘前リードマン派遣事業
知っていますか？民生委員・児童委員

私たちのりんご酒にカンパイ！

弘前シードル
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熱意ある仲間と新たな出発
　これまでの弘前シードル研究会では、市のりん
ご課を事務局として勉強会や販促活動などを行っ
てきましたが、今年度から弘前シードル協会とし
て市から自立し、醸造者・委託醸造者を中心とし
た民間主体の団体として、新たなスタートを切り
ました。
　シードルはりんごがあってはじめて造れるもの
ですから、自分のシードルを造りたい若手の農家
にもぜひ加わってほしいと思っています。農園ご
とに地シードルの銘柄があるぐらい裾野の広い組
織を目指しながら、熱意のあるメンバー同士で信
頼関係をしっかりと作って、りんごやシードルの
市場全体を盛り上げていきたいです。

味はりんごと酵母の組み合わせ次第
　弘前工業研究所では、県内の醸造所や農家など、
シードルを造りたい人たちと技術研修や研究開発
を行っています。研究所にはこれまでの研究で蓄
積した、シードル造りに適した酵母や原料、発酵
方法などのデータやノウハウがあります。新しい
銘柄の開発時には、りんごと酵母の組み合わせな
ど、造りたい味に合わせて醸造者と一緒に試験を
行うこともできます。

立ち上げは醸造者との二人三脚
　新しい醸造所を立ち上げるには、商品開発以外
にも資金や原材料、流通の確保など、さまざまな
ハードルをクリアしなくてはいけません。小売業

弘前工業研究所
齋藤知明 所長

弘前シードル協会
高橋哲史 会長

や飲食業、行政、金融関係など、幅広い分野の人
と関わることもあります。事業が成功できるよう、
醸造者の皆さんと勉強を重ねながら、二人三脚で
取り組んでいます。

弘前シードルの可能性
　2000年代初頭までは、シードルの銘柄は全国
でもニッカだけでしたが、現在は市内のシードル
事業者は10社（委託醸造している事業者も含む）
を超え、市場も何十倍にも拡大しました。とはい
え、青森県より先に開発に着手していた長野県な
どと比べると、銘柄数や販売数でもう一歩及ばな
い状況です。
　ですが、弘前には「日本一のりんごの産地」と
いうネームバリューがありますから、ブランドと
して成長する伸びしろはまだ十分にあります。弘
前の強みを生かした、付加価値のある商品を開発
して売り出していきたいですね。
　現状は新型コロナウイルスの影響で消費が伸び
悩んでいますが、状況が改善すれば、毎年開催し
ているシードルナイトなどのイベントや、観光産
業とのコラボレーションなど、市内外の人が弘前
シードルに親しむ機会を増やしながら、盛り返し
を図っていければと考えています。

青森県内のシードル開発・普及に初

期段階から研究員として携わってき

た、シードルのスペシャリスト。県内

の醸造所やりんご農家などを対象に、

シードル事業全般において、共同研

究の形で支援を行っている。弘前シー

ドル協会にはオブザーバーとして所

属し、助言をしている。

2009（平成 21）年、青森県若手農
業トップランナー育成事業に参加

し、市内初の地シードルとなるブラ

ンド・kimori（キモリ）を立ち上げた。

2013（平成 25）年に設立された弘
前シードル研究会の中心的なメン

バーとして活動。今年度から弘前シー

ドル協会としてリニューアルした。

弘前シードルの魅力
　弘前シードルには、生食用のりんごや摘果した
りんごを使ったもの、単一品種のみのものや数種
類をブレンドしたものなど、個性的な銘柄が揃っ
ています。弘前ではりんごを倉庫で長期保管でき
るため、通年で醸造できるのが他地域にはない強
みです。ろ過やカーボネーション（炭酸ガスを含
ませる工程）の有無など、銘柄によって製法にも
こだわりがあり、国内外の品評会で高い評価を得
ているものも数多くあります。

日本酒とともに弘前の文化に
　津軽地方には日本酒文化が根付いていますが、
弘前シードルも地元のりんごを使った地酒として
親しんでほしいという思いがあります。普段飲む
お酒として、贈り物として、暮らしに浸透した新
しい文化としての定着を目指したいです。
　地元の酒造会社には、醸造者同士でつながって
協力しあったり、造り酒屋のように一般の人が見
学・試飲できる場があったりと、学べるところが
たくさんあります。日本酒とともにシードルが地
元で愛されるよう、市民の皆さんがシードルに触
れる機会作りにも積極的に取り組みたいです。

私たちのりんご酒にカンパイ！

弘前シードル

　シュワッと爽やかなりんごのお酒・シードル。さまざまな品
種のりんごをぜいたくに使った多彩な銘柄をいつでも味わうこ
とができる弘前は、国内外でも珍しいまちです。
　今回は弘前シードルにスポットを当て、その開発・普及に取
り組む人のお話や銘柄などを紹介します。弘前シードルへの理
解を深め、その味わいをより奥深く楽しんでみませんか。

基本的にスパークリングワインと同じような製法です。他地域で

はワイナリーがシードルを醸造している例もあります。

洗浄

破砕・搾汁

澱引き

加熱処理

貯蔵・出荷

りんごをきれいに洗い、汚れや農薬などを落と

します。

果実を丸ごと破砕して果汁を絞り、ジュースに

します（破砕の前に皮を除く銘柄もあります）。

発酵の過程で出る澱（おり）をタンクの底に沈

殿させ、上澄みを貯酒用のタンクに移し、熟成

させます。

ボトル詰めされたシードルを加熱殺菌します。

二次発酵のものはこの時点で発酵が止まります

（加熱処理しない「生シードル」もあります）。

ボトルにラベルを貼って、貯蔵・出荷します。

その後、小売や飲食店などを通して流通します。■問い合わせ先　りんご課（☎40-7105）
弘前シードルの情報は市ホームページ（トップページ

▲

農業・商工業・観光

▲

農業情報

▲

りんご・その他果樹情

報

▲

シードルについて）でも紹介しています。

特　集

シードルができるまで

次のページでは弘前シードルの銘柄を一挙紹介します 

▲

一次発酵
果汁を発酵用のタンクに移し、酵母を加えて発

酵させます。

ろ過 ろ過機に通して丁寧にろ過します（銘柄によっ

て無ろ過のものもあります）。

弘前はシードル発祥の地

ガス充てん
または

二次発酵

大きく分けて２通りの方法があり、炭酸ガスを

耐圧タンク内で充てんする製法か、酵母を加え

て二次発酵させ、自然発酵による炭酸ガスを含

ませる製法に分かれます。

※シードルは蒸留すればブランデー、酢酸発酵させればりんご酢に

なります。

　市民に長年親しまれてきた吉野町レンガ倉庫

は、明治・大正時代に酒造工場として建造されま

した。

　1954（昭和 29）年、欧州のシードルに着目し

た吉井勇が、弘前産りんごを使った本格的なシー

ドルを日本で初めて大々的に製造する工場を、こ

の吉野町レンガ倉庫で創業しました。当時製造さ

れた「朝日シードル」は、おしゃれな小瓶とラベ

ルが話題になりました。

　2020（令和２）年からは「弘前れんが倉庫美

術館」としてリニューアルし、新たな時代を継承

しています。屋根は「シードル・ゴールド」色に

ふき替えられ、併設のカフェ・レストランではシー

ドル工房を眺めながらシードルや料理を楽しめる

など、かつてシードルを製造していた歴史を象徴

するスポットとして活

用されています。

▲弘前れんが倉庫美術館

※弘前でのりんごのお酒の歴

史はもっと古く1900 年ごろ
にさかのぼりますが、シード

ルとして製造販売されたのは

朝日シードルが最初です。
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　何十種類もの銘柄がある弘前シードルの中から、市内
で購入したり、飲食店などで飲んだりできる、ポピュラー
な銘柄 47種を一挙紹介します。めでたいハレの日に、
大切な人へのプレゼントに、なんとなく飲みたい日に、
ピッタリ合う銘柄をぜひ探してみてください。

ニッカウヰスキー（栄町）

https://www.asahibeer.co.jp/cidre/

ニッカシードル

スイート
●●甘甘 ★・・・・ ●●辛辛

ふじ主体
■■%%３％
■■時時通年

ドライ
●●甘甘 ・・・★・ ●●辛辛

ふじ主体
■■%%５％
■■時時通年

ロゼ
●●甘甘 ・★・・・ ●●辛辛

紅玉・
　ふじなど

■■%%４％
■■時時通年

紅玉リンゴ
●●甘甘 ・・★・・ ●●辛辛

紅玉
■■%%３％
■■時時４月頃～

■■量量 200ml・ 720ml

トキりんご
●●甘甘 ★・・・・ ●●辛辛

トキ
■■%%３％
■■時時６月頃～

ヌーヴォ
スパークリング
●●甘甘 ★・・・・ ●●辛辛

つがる
■■%%２％
■■時時 11 月頃～

A-FACTORY（吉野町／青森市）

https://www.jre-abc.com/wp/afactory/

A-FACTORY AOMORI CIDRE

ふじ・ジョナゴールド　■■時時通年  
■■量量 200ml・ 375ml・750ml

sparkling
Sweet
●●甘甘 ★・・・・ ●●辛辛
■■%%３％

sparkling
Standard
●●甘甘 ・・★・・ ●●辛辛
■■%%５％

sparkling
Dry
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛
■■%%７％

弘前吉野町８
（ミディアム）
●●甘甘 ・・★・・ ●●辛辛

メルシー
■■%%３％

弘前吉野町９
（ミディアム）
●●甘甘 ・・★・・ ●●辛辛

恋空・未希ライフ
■■%%３％

弘前吉野町 10
（スイート）
●●甘甘 ★・・・・ ●●辛辛

きおう・つがる
■■%%３％

弘前吉野町 11（ドライ）
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

メルシー・恋空・きおう・つがる・
未希ライフ・あかね・スイートメロディ
■■%%４％

■■量量 520ml　■■時時数量限定吉野町シードル工房

A-FACTORY シードル工房

タムラファーム
（青樹町）

http://tamurafarm.jp

タムラシードル

SWEET
●●甘甘 ★・・・・ ●●辛辛

■■%%３％
■■量量 500ml

DRY
●●甘甘 ・・・★・ ●●辛辛

■■%%６％
■■量量 500ml

サンふじ、王林、ジョナゴールド、シナノゴールド、トキ、紅玉など

BRUT
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

■■%%９％
■■量量 750ml

SEC
●●甘甘 ・・★・・ ●●辛辛

■■%%５％
■■量量 750ml

紅玉
●●甘甘 ・★・・・ ●●辛辛

紅玉  
■■%%５％
■■量量 500ml

紅玉＆トキ
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

紅玉・トキ
■■%%６％
■■量量 500ml

シナノゴールド
●●甘甘 ・・★・・ ●●辛辛

シナノゴールド  
■■%%５％
■■量量 500ml

2ND スイート
●●甘甘 ★・・・・ ●●辛辛

サンふじ  
■■%%３％
■■量量 200ml

2ND ドライ
●●甘甘 ・・・★・ ●●辛辛

サンふじ
■■%%５％
■■量量 200ml

DRY
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

主にサンふじ  
■■%%６％
■■時時通年

SWEET
●●甘甘 ★・・・・ ●●辛辛

主にサンふじ  
■■%%３％
■■時時通年

HARVEST
●●甘甘 ・・・★・ ●●辛辛

つがる  
■■%%５％
■■時時秋～冬
数量限定

GREEN
●●甘甘 ・★・・・ ●●辛辛

ジョナゴールド  
■■%%３％
■■時時春～夏
数量限定

弘前シードル工房
kimori（清水富田）

http://kimori-cidre.com

kimori シードル
■■量量 375ml・750ml

※ HARVEST・GREEN は 750ml のみ

弘果物流（末広）

https://hirokabutsuryu.com

Hiroka Cidre
■■量量 Dry…375ml・750ml
　 Dry 以外…500ml

Dry
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

サンふじ・
　栄黄雅  
■■%%５％
■■時時通年

Eikoga
●●甘甘 ・・★・・ ●●辛辛

栄黄雅  
■■%%５％
■■時時通年

Komei
 & Koju
●●甘甘 ★・・・・ ●●辛辛

黄明・幸寿  
■■%%４％
■■時時通年

Komei
&Koju Dry
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

黄明・幸寿  
■■%%６％
■■時時数量限定

ゆめりんごシードル
■■時時通年

津軽ゆめりんご
ファーム（下湯口）

https://yumeringo.net

タイプ２
●●甘甘 ・・・★・ ●●辛辛

ふじ・
　ジョナゴールド  
■■%%６％
■■量量 750ml

タイプ３ ドライ
●●甘甘 ・・★・・ ●●辛辛

ふじ・紅玉  
■■%%６％
■■量量 300ml・ 
　 500ml

タイプ３ スイート
●●甘甘 ★・・・・ ●●辛辛

ふじ・ジョナゴールド  
■■%%４％
■■量量 300ml・ 
　 500ml

タイプ４（T）
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

紅玉  
■■%% 11％
■■量量 300ml・ 
　 500ml

■■量量 200ml・500ml　■■時時通年

弘前銘醸（富田）　https://www.hirosakimeijo.com

クリア
●●甘甘 ・・★・・ ●●辛辛

主にサンふじ  
■■%%４％

無ろ過スイート
●●甘甘 ★・・・・ ●●辛辛

主にサンふじ  
■■%%３％

もりやま園（緑ヶ丘）　https://moriyamaen.jp

●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

未成熟りんご  
■■%%５％
■■量量 330ml・業務
用 10L 樽
■■時時通年

●●甘甘 ・★・・・ ●●辛辛

彩香  
■■%%５％
■■量量 750ml
■■時時年間で限定
　約 1,000 本

弘前城しいどる

白神ワイナリー GARUTSU（代官町／西目屋村）　https://garutsu.co.jp

白神ピュアシードル
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

ふじ・王林・トキ・
　ジョナゴールド  
■■%%７％

Mix グレープ
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

ふじ・王林・トキ・
　ジョナゴールド・
　ぶどう（スチューベン）  
■■%%９％

Mix ストロベリー
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

ふじ・王林・トキ・
　ジョナゴールド・
　夏秋いちご  
■■%%７％

■■量量 375ml・750ml　■■時時通年白神ピュアシードル

ファットリア
ダ・サスィーノ

（高屋）
http://sasino.base.shop

●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

紅玉・ふじ・
　つがる・王林・
　ジョナゴールド  
■■%% 11.5％
■■量量 375ml・750ml
■■時時通年

テキカカシードル えんシードル

弘前
アポ－ワイン！

白神ワイナリー

…使用しているりんごの品種　　　■■%%…アルコール度数　　　■■量量…内容量　　　■■時時…販売時期など
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●●甘甘 ・・・★・ ●●辛辛

ひろさきふじ・
昂林・涼香の季節  
■■%%５％
■■量量 375ml
■■時時数量限定

https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/
edit.html?id=appleparkcidre

弘前シードル銘柄紹介 弘前観光コンベンション協会（下白銀町）

りんご公園
オリジナル
シ ー ド ル

シードルは幅広い料理に合うので、普段の家庭料理とも一緒においしくいただけます。　　　シードルは料理酒としても使用でき、豚肉の煮込みやソテーに加えるとふっくらと仕上がります。ぜひ食事と組み合わせて

エール
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

ふじ・王林・トキ・
　ジョナゴールド  
■■%%８％

■■量量 330ml　■■時時数量限定白神ワイナリー CIDER ROOM GARUTSU

シトリン
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

ふじ・王林・トキ・
　ジョナゴールド  
■■%%８％

チョイス
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

王林  
■■%%８％

ドリンカー
チョイス
●●甘甘 ・・・・★ ●●辛辛

王林  
■■%% 12％

■■時時 通年

私たちのりんご酒にカンパイ！ 弘前シードル特集
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市政情報Town Information

□ 弘前市内
in Hirosaki

※弘前市外の方は下記に
　居住地をご記入ください。
※if you don't live in Hirosaki,
please fill in the blanks below.

都道府県
Prefecture

市区町村
City/Ward/Town/Village

②
代表者氏名

Name of

representative of the

group

③ 電話番号
Phone number

④ 入園者数
The number of visitors

名

              弘前市りんご公園来園者　受付用紙
Application Form for Those Entering Hirosaki City Apple Park.

① 居住地
Where you live

ご協力ありがとうございます。Thank you for your cooperation.

＜来園される皆様へ＞
新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため、本受付用紙への必要事項の記入をお願いいたしま
す。取得した情報は、感染経路確認及び観光統計のために使用し他の目的には使用しません。本受付用
紙は来園日から１ヶ月を経過した後に破棄いたします。また、法令等の定めにより提供を求められた場
合を除き当該個人情報を第三者に提供することは一切ございません。

<For Those Entering Hirosaki Park>
 Please fill this form to prevent the infection of COVID-19. We use the information you fill
in only for confirming the route of transmission and tourism statistics. This form will be
discarded in a proper way after a month from the day you visit HirosakiCity Apple Park. We
never provide the individual information to a third party unless otherwise required by a law.

弘前りんご花まつり

空き家・空き地の利活用事業費補助金空き家・空き地の
管理・活用を

キリトリ線

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ
【ワクチンについて】
　65歳以上の人の接種に供給さ
れるワクチンはファイザー社製ワ
クチンです。このワクチンは１つ
の容器あたり５回分の接種が可能
で、１箱で 975 回分のワクチン
が入っています。このワクチンは、１人につき
２回接種する必要があり、１回目の接種後に
20日の間隔をあけて２回目の接種を行い、１
箱で487人が接種できます。

【ワクチンの接種順位について】
　４月末までに供給されたワクチンは限られた
量であることから、感染リスクの高い老人保健

施設などから接種を開始しています。
【接種費用について】
　ワクチンを接種するための自己負担はありま
せん。「安価な料金で接種ができる」といった
勧誘など特殊詐欺には十分ご注意ください。

【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）
※今後、国からのワクチン供給量に伴い、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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５月５日（水・祝）～９日（日）
弘前りんご花まつり弘前りんご花まつり

ー受付用紙の事前記入へのご協力をお願いしますー

こどもの日や母の日を、弘前市りんご公園でお楽しみください。

 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により、イベ
 ントの内容は予告なく中止または変更する場合があります。
 ※会場内での飲酒はご遠慮ください。

　期間中は、りんごのせん定枝やりんご箱を使った
工作体験、りんごの花迷路などを実施します。
▼ところ　りんご公園（清水富田字寺沢）
▼お願い　来園の際、次のことにご協力ください。
①マスクの着用
②園内でのソーシャルディスタンスの確保
③入園時の検温（公園入り口２カ所）…検温の結果、
体温が37度 5分以上の場合、入園できませんので
ご了承ください。
④手指の消毒…公園入り口 2カ所、飲食スペース、
トイレなどに手指の消毒液を設置します。
⑤来園者受付用紙の記入（公園入り口 2カ所）…
入園受付をスムーズに行うため、事前に左記の記入
用紙に記入・切り取りの上、会場への持参をお願い
します。
■問い合わせ先　りんご課販売・発信係（☎ 40-
2354）

　空き家・空き地の利活用による移住・定住の促
進を図るため、空き家・空き地の購入、賃借、空
き家の解体、動産の廃棄に対して、予算の範囲内
で補助金を交付します。
▼対象物件　Ａ . 次の条件をすべて満たす空き家
…①弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された
市内の空き家／②築25年以上の空き家／③空き
家になってから90日以上経過した空き家
Ｂ . 次の条件を満たす空き地…弘前圏域空き家・
空き地バンクに登録された市内の空き地
▼補助対象者　①空き地を購入する人／②空き家
解体後の土地を購入する人／③空き家を購入する
人／④空き家を賃借し市外から移住する人／⑤空
き家を解体する人／⑥動産を廃棄する人
※移住者および子育て世帯は、築25年未満の空
き家も補助対象になります。
▼申請期間　５月17日～令和４年２月25日（先
着順、予算額に達した時点で終了）
※交付の条件などは、事前に問い合わせを。
■問い合わせ・申請先　建築指導課（市役所３階、
☎40-0522）

　空き家・空き地をお持ちの人は、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）

弘前圏域空き家・空き地バンク登録物件募集中！

老朽空き家等除却促進事業費補助金空き家の処分に
困っている人へ

▼対象建物　次の①～④の要件すべてに該当する
市内にある住宅として使用されていた空き家
①木造または鉄骨造
②一戸建ての住宅または床面積の過半が住宅とし
て使用されていた併用住宅（長屋･共同住宅を除く）
③不良度の評点が100点以上（柱の傾斜や屋根、
外壁の剝げなど老朽化や損傷の程度が大きいもの）
※市職員が現地調査をします。
④放置すれば周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの
▼補助対象者　次の①・②のいずれにも該当する
人（営利を目的とする法人を除く）
①対象建物の所有者または相続人など
②市税等の滞納がない人
▼申請期間　５月17日～ 12月 24日（先着順、

予算額に達した時点で終了）
▼補助率・補助限度額
　除却に要する費用の
合計額の 40％に相当す
る額、または50万円の
いずれか少ない額
▼その他
　市内に本店を有する法人または市内に住所を有
する個人事業者が行う工事が対象となります。
　また、空き家を解体することで土地の固定資産
税等が増額になる場合があります。
　交付の条件など、事前に問い合わせを。
■問い合わせ・申請先　建築指導課（☎ 40-
0522）

補助対象者 補助対象経費 補助金額 備考
①空き地を
購入する人
②空き家解
体後の土地
を購入する
人

空き地の購入
費用

補助率２分の１
（限度額＝ 30
万円）

下記に該当す
る場合は限度
額にそれぞれ
10万円を上乗
せします。
◆子育て世帯
◆移住者
◆３年以上バ
ンクに登録さ
れた物件

③空き家を
購入する人

空き家の購入
費用

補助率２分の１
（限度額＝ 20
万円）

④空き家を
賃借し市外
から移住す
る人

３年間分の賃
借料

補助率２分の１
（限度額＝ 25
万円）

下記に該当す
る場合は限度
額にそれぞれ
10万円を上乗
せします。
◆子育て世帯
◆３年以上バ
ンクに登録さ
れた物件

⑤空き家を
解体する人 解体費用

補助率２分の１
（限度額＝ 50
万円）

⑥動産を廃
棄する人 動産廃棄費用

補助率２分の１
（限度額＝５万
円）



8 9広報ひろさき　２０２１.５.１

市政情報Town Information

　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日時点で
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二
輪車などを所有している人に１年分課税されま
す。今年度の納税通知書は５月中旬に発送します。
燃費や環境性能に応じた「グリーン化特例」や、
新車登録から13年以上が経過した軽自動車に対
する重課に伴い、車ごとに税額は異なりますので
ご注意ください。
【減免について】
▼減免対象　軽自動車などをもっぱら①身体障害
者手帳、②愛護（療育）手帳、③精神障害者保健
福祉手帳、④戦傷病者手帳の交付を受けている人
の仕事、通院、通学などに使用する場合で、その
障がいの程度などが一定の条件を満たすとき、ま
たは、車両の構造がもっぱら身体障がい者などが
利用するための軽自動車（特別構造車）である場
合は、申請により軽自動車税（種別割）の減免を
受けることができます。
※障がいの程度は、右表の確認を。また、④の交
付を受けている人は問い合わせを。
▼減免を受けることができる台数　軽自動車・普
通自動車（県税）合わせて１台に限る（特別構造
車を除く）
▼減免の申請手続きに必要な書類など　交付を受
けている手帳／運転者の運転免許証／納税義務者
の印鑑／納税通知書／生計同一証明書（手帳の交
付を受けている人が本人名義の車を運転する場合
は不要）／納税義務者の個人番号カードまたは通
知カード（氏名、住所等に変更がない場合に限る。
変更がある場合は個人番号が記載された住民票の
写し等）
※生計同一証明書は、①②の交付を受けている人
は障がい福祉課（市役所１階）か岩木総合支所民
生課（賀田１丁目）または相馬総合支所民生課
（五所字野沢）で、③の人は住民票を持参の上、
弘前保健所（下白銀町）で、④の人は県健康福祉
政策課（青森市長島１丁目）で交付を受けてくだ
さい。
▼特別構造車の減免の申請手続きに必要な書類な
ど　納税義務者の印鑑／納税通知書／自動車検査
証／仕様書／納税義務者の個人番号カードまたは
通知カード（氏名、住所等に変更がない場合に限
る。変更がある場合は個人番号が記載された住民
票の写し等）と運転免許証など（申請者が個人の
場合）

▼申請期限・申請先　納期限（今年度は５月 31
日〈月〉）までに、市民税課諸税係（市役所２階）
か、岩木・相馬総合支所民生課へ。
※前年度に減免となった人で、前年度と同じ内容
で申請する人は、郵送での申請ができます。対象
者には５月中旬に通知を発送しますので、届き次
第ご確認ください。自動車税（種別割・環境性能
割）についても減免の制度があります。詳しくは
問い合わせを。
■問い合わせ先　軽自動車税について…市民税課
諸税係（☎ 35-1117）／自動車税について…中
南地域県民局県税部納税管理課（蔵主町、弘前合
同庁舎内、☎32-4341）

軽自動車税（種別割）に関するお知らせ納期や手続きを
忘れずに

【減免対象】
４月 1 日現在　　または　　に該当するもの

障がい区分

障がいの程度

１
級

２級
３
級

４
級

５
級

６
級

１
・
２

3
以
下

視覚障害
聴覚障害
平衡機能障害
音声機能障害
上肢不自由  

下肢不自由
体幹不自由
上肢機能障害 ※移動機能障害
内部（心臓、じん
臓、呼吸器、ぼう
こうまたは直腸、
小腸）機能障害
免疫機能障害
肝臓機能障害
愛護手帳 障がいの程度が A の人
精神障害

ウ

ア

イ

エ

複数の障がいを有する場合は併合の級によらず、個
々の等級で判断。　　は本人名義の車を本人が運転
する場合が対象。
※乳幼児期以前の非進行性脳病変によるものに限る。
ア…こう頭摘出による障がいに限り対象
イ…一上肢のみの障がいは対象外
ウ…一下肢のみの障がいがある場合は、手帳の交付を受
けている本人名義の車を本人が運転する場合に限り対象
エ…自立支援医療（精神通院医療）を受けている人が対象

軽自動車税（種別割）に関するお知らせ納期や手続きを
忘れずに

ウ

ア

会計年度任用職員（事務員）を募集あなたの力を
市政のために

外国人観光客受入環境整備事業費補助金外国語パンフレッ
トの作成などに

　外国人観光客の受入環境を向上させる取り組み
を支援します。
▼募集期間　随時（先着順で、予算に達した時点
で受け付け終了）
▼対象者 市内で観光業、宿泊業、飲食業、旅客
運送業、レンタカー業などの観光関連事業を営ん
でいる事業者（市税等の滞納者を除く）
▼対象事業 市内にある施設案内表示、誘導表示、
メニューなどの外国語表記の整備／市内の観光情
報を記載したパンフレット、ホームページなどの
外国語表記の整備／市内で使用できるWi-Fi 利
用環境や外国人観光客向け電子決済システムの整
備／その他市内における外国人観光客の受入環境
の向上に資する取り組み

▼対象経費　消耗品費、印刷製本費、手数料、筆
耕翻訳料、委託料、工事請負費、備品購入費、そ
の他市長が必要と認めるもの
※原則として市内業者への発注に限る。
▼補助率・補助限度額　補助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
※補助金の交付は 1補助事業者 1回となり、前
年度までに交付を受けたものは、その際の事業と
内容が異なる場合に限り対象となります。
※提出書類などの詳細については、市ホームペー
ジをご覧ください。
■問い合わせ・提出先　国際広域観光課（市役所
５階、☎ 40-7017）

　一般事務に従事する会計年度任用職員を募集します。
▼募集人員　３人
▼雇用期間　６月１日～令和４年３月 31日（更
新なし）
▼勤務時間　午前8時 30分～午後６時 30分の
うち実働6時間（週30時間）
▼申し込み方法　５月10日（月）の午後５時（必

着）までに、所定の履歴書に必要事項を記入し、
郵送または持参を（受け付けは、平日の午前８時
30分～午後５時）。
※履歴書と募集要項は人事課（市役所２階）で配
布しているほか、市ホームページにも掲載しています。
■問い合わせ先　人事課人事研修係（〒 036-
8551、上白銀町１の１、☎35-1119）

 

第13回
弘前総合医療センター（仮称）
令和 4 年 4 月1日開院

※当連載は、整備の進捗状況に応じて掲載し
ます。
■問い合わせ先　地域医療課（☎37-3788）

　令和 4年早期の運営開始を目指し、国立
病院機構が整備を進めている新中核病院「弘
前総合医療センター（仮称）」は、令和 4年
4月 1日に開院する運びとなりました。

【整備の進捗状況】
　令和2年5月から始まっている新棟建設の本
体工事は、３階
建ての低層棟と
５階建ての高層
棟に工区を分け、
高層棟から建設
を進めており、今
年の3月末まで

低層棟 高層棟

完成予定図

に高層棟３階の床部分のコンクリート打設ま
で実施されています。

【周辺交通環境整備について】
　市では、医療センターへの円滑な道路交通
を確保するため、病院整備と併せて周辺交通
環境整備等を進めています。
　引き続き関係者と緊密な連携のもと、開院
へ向け取り組んでいきます。
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　よりよい市政の推進のため、市民の皆さんの意
見や提案を下記の審議会などの附属機関に反映さ
せる公募委員になってみませんか。
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１．弘前市学校給食審議会委員
▼募集目的　市内小中学校における給食の適正かつ
円滑な運営を図るため
▼応募資格　共通の応募資格および次の①～③のす
べてに該当する人
①市内に居住する20歳以上の人
②国または地方公共団体の議員・職員（退職者を含
む）でない人

③任期中２回程度、平日の日中に開催する会議に出
席できる人
▼募集人員　３人程度
▼募集期限　６月４日まで（当日消印有効）
▼任期　委嘱の日から翌年３月31日まで
■問い合わせ・提出先　学務健康課（〒036-1393、
賀田１丁目１の１、岩木庁舎３階、☎ 82-1835、
ファクス 82-5899、E メール gakumukenko@
city.hirosaki.lg.jp）

２．弘前圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員
▼募集目的　圏域住民の幅広い意見を聴きながら、
連携施策の進捗状況の評価や「弘前圏域定住自立圏
共生ビジョン」の改訂などを行っていくため
※弘前圏域定住自立圏とは、弘前市（中心市）と黒
石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村（周辺市町村）で形成される圏域です。
▼応募資格　共通の応募資格および次の①～③のす
べてに該当する人
①圏域内（弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳
町、大鰐町、田舎館村、西目屋村）に居住する満18
歳以上の人

②圏域内市町村の議員・職員（退職者を含む）でな
い人
③年１～２回程度（令和３年度は３～４回を予定）、
平日の日中に開催する会議に出席できる人
▼募集人数　２人程度
▼募集期限　６月15日の午後５時まで（必着）
▼任期　委嘱の日から令和５年３月31日まで
▼その他　応募用紙のほかに志望動機（400字以内）
の提出が必要です（様式自由、参考様式あり）。
■問 い 合 わ せ・ 提 出 先　企画課地域振興担当
（〒 036-8551、上白銀町１の１、市役所２階、
☎ 26-6348、 フ ァ ク ス 35-7956、 Ｅ メ ー ル
kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

３．弘前市認知症初期集中支援チーム検討委員会委員
▼募集目的　「弘前市認知症初期集中支援チーム」の
活動が医療、保健、福祉等関係機関の連携のもと推
進されるよう、市民の皆さんの意見を反映するため
▼応募資格　共通の応募資格および次の①～②のす
べてに該当する人
①市内に居住する満40歳以上の人
②市議会議員及び市職員（退職者を含む）でない人
③年２回程度、平日の日中に開催する会議に出席で
きる人

▼募集人員　2人程度
▼募集期限　5月 21日（必着）
▼任期　委嘱の日から２年間
▼その他　応募用紙のほかに志望動機、抱負、「認知
症の人と家族を支えるために市政に期待すること」
をテーマとした作文（800字以内）の提出が必要で
す（様式自由、参考様式あり）。
■問い合わせ・提出先　介護福祉課自立・包括支
援係（〒 036-8551、上白銀町１の１、市役所１
階、☎ 40-7072、ファクス 38-3101、E メール
kaigo@city.hirosaki.lg.jp）

～共通事項～
▼共通の応募資格　
①現在、市（２．は圏域内市町村含む）の他の附
属機関の委員でない人
②過去に応募しようとする審議会等の公募委員に選
任されたことのない人
▼報酬など　１回の会議出席につき、報酬１万円お
よび交通費を支給します。
▼応募方法　応募用紙を郵送、持参、ファクスま
たはＥメールで提出してください。
※応募用紙は返却しません。
※持参の場合は平日午前８時30分～午後５時に

担当課窓口へ。
▼選考・発表　応募書類
の記載事項を審査の上、
選考し、結果を応募者全
員に通知します。
※委員に選任された人
は、委員名簿に登録し、
市ホームページなどで公
表します。
　応募用紙（参考様式含む）や委員募集に係る資
料は各担当課窓口で配布しているほか、市ホーム
ページに掲載しています。

令和３年度弘前リードマン派遣事業地域づくりの理念
や想いを届けます

◆弘前リードマン派遣事業とは？
　次の弘前を担い、創り、地域活動を実践する人
を「弘前リードマン」に認定し、市民の皆さんの
もとに派遣して、市民の皆さんが主役となって行
う地域づくりの推進を図る事業です。
◆どうすれば利用できるの？
①市内に在住・在勤・在学する人であること
②派遣先が原則市内で、会場の準備ができること
③10人以上の集まりであること
④営利、政治、宗教活動を目的としないこと
◆利用日と時間は？
　令和４年３月までの期間で、希望日と希望時間
を設定して申し込みください。
※開催希望日の45日前の申し込みが必要です。
◆利用料は？
　基本的に無料となります。
※ただし、派遣先が市外の場合は、講師派遣にか
かる交通費を負担してください。

◆会場は？
　会場の手配や準備、後片付け、会場費の負担、
当日の進行などは、利用者にお願いします。
◆申し込み方法は？
　「弘前リードマン派遣事業申込書」に必要事項
を記入し、市民協働課へ郵送、持参、ファクスま
たは Eメールで申し込みを。申込書は市民協働
課や岩木・相馬の各総合支所に備え付けているほ
か、市ホームページからダウンロードできます。
◆その他
　利用した感想を「弘前リードマン派遣事業利用
報告書」で提出してもらいます。講師の都合など
で派遣できないことや、複数の申込者による合同
開催、日程調整をお願いする場合があります。
■問い合わせ・申込先　市民協働課（〒 036-
8551、 上 白 銀町 1 の 1、 市 役所２階、☎
40-7108、 フ ァ ク ス 35-7956、 Ｅ メ ー ル
shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）

氏　名 活動内容
一條敦子さん
（ふれ～ふれ～ファミリー代表、メ
ンタルケア心理士・食生活アドバ
イザー）

講演・ワークショップ＝“まちも人も、自分も好きになろう”をテー
マとした「生活の中に楽しさを見つけ出そう」…所要時間約 1 時間 30
分
※他のテーマもあり。

南直之進さん
（巨大アップルパイ世界に挑戦する
会事務局長）

講演＝“社会貢献活動”をテーマとした「巨大アップルパイ」…所要時
間約１時間

片山良子さん
（エッセイスト）

講演＝“津軽－ミル・シル・カタル”をテーマとした「津軽楽しや　楽
しや津軽」…所要時間約 1 時間 30 分

清野優美子さん
（弘前地区生活改善グループ連絡協
議会会長）

講演・調理実習 =“食育”をテーマとした「おふくろの味と袋の味」
…所要時間約１時間 30 分

樋川新一さん
（弘前アクターズスクール代表）

講演 =“夢（思い）と行動”をテーマとした「大好きなことで、誰か
の役に立つ～地方活性化を目指したアイドル達の実践～」…所要時間約
1 時間 30 分

八木橋喜代治さん
（ひろさき健幸増進リーダー会会
長）

講演 =“運動から始まる地域づくり”をテーマとした「健康長寿と運
動～筋力運動で認知予防～」…所要時間約 1 時間 30 分

相馬勝さん
（槌子町会総務委員長、弘前市防災
マイスター）

講演 =“防災から始まる地域づくり”をテーマとした「町会活性化と
自主防災組織の必要性～自分達の地域は自分達で守ろう～」…所要時間
約 1 時間 30 分

三浦呑龍さん
（津軽錦絵作家協会会長）

講演 =“弘前ねぷたの魅力を語る”をテーマとした「弘前ねぷたは伝
統文化である」…所要時間約 1 時間 30 分

今廣志さん
（音楽ネットワーク弘前代表）

講演 =“クラシック音楽を身近に～演奏と鑑賞～”をテーマとした「気
軽にクラシック音楽を楽しもう～演奏活動での経験を通して」…所要時
間約 1 時間 30 分

黒部能史さん
（NPO 法人弘前Ｊスポーツプロ
ジェクト理事長）

①講演 =“スポーツによる地域活性化”をテーマとした「スポーツで
弘前に夢と希望と感動を」…所要時間約 1 時間
②ウォーキングサッカー体験…所要時間約 1 時間

◆リードマンの活動内容

市政情報Town Information
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民生委員協力員制度

　地域福祉活動の充実の
ために民生委員の活動を
サポートする「民生委員
協力員制度」を導入して
います。民生委員協力員
は、「民生委員協力員証」
を携帯し、見守り活動や
地域福祉活動を行いま
す。
■問い合わせ先　福祉総
務課総務係（市役所1階、
☎ 40-7037） 引用 ：政府広報オンライン

知っていますか？
　　　民生委員・児童委員
５月 12 日は民生委員・児童委員の日

令和２年度 令和３年度
世帯の所得額の合計 軽減割合 世帯の所得額の合計 軽減割合

33万円以下 7.75割
43万円＋10万円×（給与所得者等※１

の数－１）以下 ７割33万円以下かつ被保険者全員の年金収入
が年額80万円以下（そのほかの各種所得
がない）

７割

33万円＋（28.5万円×被保険者の数）以下 ５割 43万円＋（28.5万円×被保険者の数）＋
10万円×（給与所得者等※１の数－１）以下 ５割

33万円＋（52万円×被保険者の数）以下 ２割 43万円＋（52万円×被保険者の数）＋10
万円×（給与所得者等※１の数－１）以下 ２割

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ今年度の変更点
などをお知らせ

１．令和３年度保険料の軽減措置
◎所得が低い人の軽減
　同一世帯内の被保険者および世帯主の所得額の
合計に応じて、均等割額の軽減を受けることがで
きますが、下表のとおりに変わりました。
◎被用者保険の被扶養者であった人の軽減
　後期高齢者医療に加入してから２年間は、均等

割額が５割軽減されます。また、所得割額の負担
はありません。
※ 被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康
保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などで
す／元被扶養者であっても、世帯の所得が低い人
は、より高い均等割の軽減（7割軽減）を受ける
ことができます。

２．事故にあったとき（第三者行為による傷病届
などについて）
　交通事故や、第三者（自分以外）の行為による
けがや食中毒の場合など、被保険者証を使って治
療を受けたときは、国保年金課（市役所１階）へ

届け出してください。また、自損事故や業務中の
事故で労災が適用されない場合も届け出が必要です。
■問い合わせ先　国保年金課後期高齢者医療係
（☎ 40-7046）または青森県後期高齢者医療広
域連合（☎017-721-3821）

ごみ集積ボックス設置事業費補助金費用の一部を
補助します

　ごみ集積ボックスや折り畳み式ごみ収納枠を新
たに設置する際、設置費用の一部を補助します。
▼対象者　ごみ集積所を設置・管理する町会、集
合住宅所有者など
▼対象経費　ごみ集積ボックス、折り畳み式ごみ
収納枠の購入費または、自ら作製する場合の材料
費
▼補助金額　補助対象経費の２分の１またはごみ
集積ボックスは10万円、折り畳み式ごみ収納枠
は１万5,000円のいずれか少ない額
▼申請期間　5月 6日（木）～来年１月31日（月）

まで（予算が無くなり次第終了）
※申請前にすでに購入・作成しているものは対象
外。その他条件など、詳しくは問い合わせを。
■問い合わせ・申請先　環境課資源循環係（市役
所２階、☎35-1130）

高齢者はり・きゅう・マッサージ受療券の交付費用の一部を
助成します

※１…下記の給与所得者等が２人以上いる世帯に適用されます。
　①一定の給与所得者…給与等収入金額が55万円を超える人
　②一定の公的年金等の支給を受ける人…65歳未満で公的年金等収入金額が 60万円を超える人／ 65
　　歳以上で公的年金等収入金額が125万円を超える人

　民生委員・児童委員は、高齢者、障がい者、生活困窮者、子育て家庭などの見守り活動を行っています。
対象者の自宅を訪問して相談に応じ、支援が必要なときには、市役所、社会福祉協議会、地域包括支援セ
ンターなどの関係機関につなぐ「橋渡し役」となります。主任児童委員は、子どもや子育て家庭への支援
を専門に担当する民生委員・児童委員です。学校、児童相談所などの関係機関と連携し、子育ての支援や
児童健全育成活動を行います。市では、398 人（定数）の民生委員・児童委員、主任児童委員が活動し
ています。
●相談内容の秘密は守られます（法による守秘義務があります）。
●担当の民生委員・児童委員、主任児童委員についてはお問い合わせください。
●現在欠員となっている区域では、民生委員・児童委員、主任児童委員の担い手を探しています。お気軽
にお問い合わせください。

　65歳以上の希望する人に、はり・きゅう・マ
ッサージの受療券を交付し、施術料を助成します。
なお、助成対象は医療保険適用外の施術に限ります。
▼申請期限　来年３月31日まで
※受け付けは平日の午前８時30分～午後５時。
※年度内１人１回のみ受け付け。
▼申請・交付場所　介護福祉課（市役所１階）、
岩木総合支所民生課（賀田１丁目）、相馬総合支
所民生課（五所字野沢）
▼対象年齢　満65歳以上の人
▼交付枚数　４月～８月に申請＝５枚、９月～

12月に申請＝４枚、令和４年１月～２月に申請
＝３枚、３月に申請=２枚
※申請時期により交付枚数が異なります。
▼助成金額　１枚につき500円
▼申請に必要なもの　住所・年
齢が分かるもの（保険証や免許
証など）
※受療券は、市指定の施術所で
使用できます。
■問い合わせ先　介護福祉課
（☎40-7114）
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▼本社　岡山県岡山市
▼所在地　土手町212の１かさいビル２階
▼従業員数　50人
▼操業開始　2019（令和元）年７月
▼主な業務　コンタクトセンター業務（電話や
メールなどさまざまな手段を用いて顧客対応を
行う業務）、BPO業務（他社の煩雑な業務を一
括して請け負う業務）
▼会社概要（沿革）
　当社は、1975（昭和 50）年にベネッセコー
ポレーションの発送代行業務を請け負うアウト
ソーサー（委託先）として誕生しました。現在は、
人材派遣・人材紹介業務を基軸に、通信販売な
どを手掛ける企業様を対象に、物流・メーリン
グ（ダイレクトメールなどの封入発送代行）・
テレマーケティング（電話による資料請求の受

け付けや販売など）・データ入力などのサービ
スを提供しています。
　2019（令和元）年 7月に開設した弘前コン
タクトセンターでは、通信販売会社、学習塾
のコンタクトセンター業務と、官公庁事務の
BPO業務を行っています。お客様・従業員・
当社の 3者が利益を得られる「トリプル・ウ
イン」を事業指針に、この弘前の地でさらなる
成長を目指します。

われらが街の

株式会社グロップ

第９回
連　載 誘致企業

 　コールセンターでのオペレーター業務の経験を活かしたいと思い、入社に
至りました。
　現在は、電話対応業務の管理を担当しています。具体的には、新人スタッ
フの研修や目標数値に対する進捗管理などです。新人スタッフには先輩がす
ぐそばでサポートしますので、未経験者でも安心して働けます。職場は明る
い雰囲気で、同僚と協力し合いながら、日々の業務に取り組んでいます。
　会社は、駅から近い商店街の中にあるため通勤しやすい立地で、きれいな
休憩室もあって働きやすい環境です。新人スタッフが少しでも早くなじむこ
とができ、全ての従業員が働きやすい職場環境づくりを目指します。

▲ 田口 頼子さん
　（2020 年入社）

▲ たくさんの女性が活躍 ▲ 明るくきれいな休憩室

◀ 電話のほかにも、メール
やチャット、SNS など、さ
まざまな手段を用いて対応
します。（図左）

◀ 災害時などのリスク分散
のため、東西に拠点を展開
しています。ひとつの拠点
が被災しても、事業が継続
できる体制です。（図右）

※ SMS（ショートメッセージサービス）…電話番号宛てに短いメッセージを送受信すること

弘前コンタクトセンター

岡山コンタクトセンター

愛媛コンタクトセンター

固定資産税・都市計画税　忘れずに納付を期限までに
納付してください

　今年度の固定資産税・都市計画税納税通知書な
どは、５月上旬から順次郵便にて配達されますの
で、確認の上、各納期限までに忘れずに納付をし
てください。

【固定資産税】
　毎年１月１日に、市内に所在する土地・家屋・
償却資産に対し、その所有者に課税されます。
▼税額　課税標準額×税率（1.6％）
▼免税点　同一人が市内に所有する土地・家屋・
償却資産それぞれの課税標準額が、免税点（土地
＝ 30 万円、家屋＝ 20 万円、償却資産＝ 150
万円）に満たない場合は課税されません。

【都市計画税】
　都市計画法に基づいて行う都市計画事業や土地
区画整理事業に要する費用の一部に充てるために
設けられた目的税で、毎年１月１日に市内の市街
化区域内に所在する土地・家屋に対し、その所有
者に課税されます。
▼税額　課税標準額×税率（0.2％）
▼免税点　固定資産税の課税標準額が免税点未満

で課税されなかった土地・家屋には、都市計画税
も課税されません。

【新型コロナウイルス感染症対策に係る軽減措置】
　令和３年度分に
限り実施する、新
型コロナウイルス
感染症対策の影響
を受けた中小事業
者等を対象とした
軽減措置（家屋・
償却資産・土地）
の決定内容は、納税通知書に反映しています。

【縦覧制度】
　土地・家屋の価格等縦覧帳簿は、資産税課（市
役所２階）、岩木総合支所民生課、相馬総合支所
民生課の窓口で５月 31日（月）まで縦覧できま
す。
■問い合わせ先　資産税課（資産税係…☎ 40-
7027、土地係…☎ 40-7028、家屋係…☎ 40-
7029）

　18歳（児童に障がいがある場合は 20歳）ま
での児童を養育しているひとり親世帯へ給付金を
支給します。
▼支給額　児童1人につき5万円
▼対象者
①令和3年 4月分の児童扶養手当を受給した人
②公的年金等（遺族年金、障害年金、遺族補償等）
の受給により、令和 3年 4月分の児童扶養手当
の支給を受けていない人
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人
と同じ水準の人
▼申請方法
①に該当する人…申請不要
②・③に該当する人…申請必要

【申請に必要な書類】
　申請者本人の身分証明書、通帳のほかに以下の
書類が必要です。
②に該当する人…平成 31年１月～令和元年 12

月に受け取った公的年金等の額が分かるもの
③に該当する人…令和２年２月以降の任意の 1
か月分の収入がわかるもの（給与収入、事業収入、
不動産収入のほか年金収入、養育費も含む）
※②・③ともに、申請者と対象児童以外に同居す
る家族がいる場合は、その同居家族についても同
様の書類が必要です。
※児童扶養手当を申請したことがない人は、申請
者と対象児童が記載されている最新の戸籍謄本
（離婚日または死別日が記載されているもの）が
必要です。
▼申請期限　令和４年２月28日まで
▼支給日
①に該当する人…4月 30日（金）に児童扶養手
当の登録口座に振り込み
②または③に該当する人…申請してからおおむね
３週間後
■問い合わせ・申請先　こども家庭課家庭給付係
（市役所１階、☎40-7039）

市政情報Town Information 市政情報Town Information 市政情報Town Information 市政情報Town Information

給付金を
支給します

ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金のお知らせ

メール

SMS

チャット

各種 SNS

電話
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　弘前が生んだ傑出した人物を紹介した
「弘前人物志」は、1982（昭和 57）年に
初めて発刊されました。詳しく知りたい
人は「新・弘前人物志」をご覧ください。

　高岡の森弘前藩歴史館より、展示資料や歴史
ネタを毎月紹介します。
■問い合わせ先　高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

　市教育委員会が発刊している「新・弘前人
物志」から、弘前が生んだ偉人たちを毎月紹
介します。皆さんが知らなかった偉人と出会
えるかもしれません。
■問い合わせ先　教育センター（☎ 26-
4803）

【お詫びと訂正】４月１日号掲載「第 13 回　東奥に生まれた日本の国士　本多庸一」の中で、「1876（明
治９）年に弘前教会を創立」とあるのは「1875（明治８）年に弘前教会を創立」の誤りでした。また、

「庸一」の読み方は「よういつ」・「よういち」の２つの呼称が使われていました。お詫びして訂正します。

▲大浦光信倚像

16

　やすは、今村家の長女として
青森市に生まれました。物心の
つく前に父親が亡くなり、母の
再婚や伯父の家で暮らすなど、
わずか14歳で４回も生活の場
を替えました。こんな逆境にあっ
てもくじけることなく、明るく誠
実な努力家だったといいます。

　20歳で結婚、子どもを２人授かりますが、遊
び好きの夫の分まで忙しく働く日々、「これから
の女性は、女として、母として独立して生計を立
てることができなければ」と、子どもを他家に預
け、上京を決意。26歳で東京府家事教員伝習所
に入学して教員資格を取り、東京で小学校の教師
を勤めながら洋裁学校で技術を習得しました。
　病気で倒れた夫の看病のため帰郷してからも、

（写真提供　柴田学園）

子育てと教師勤めの傍らに勉強を続け、中学校家
政科被服教員の免許を取得。弘前で裁縫の私塾を
開くと、丁寧な仕事が評判となり、40 歳の時、
弘前和洋裁縫女学校を開校します。そこから発展
し、東北女子短期大学（現 柴田学園大学短期大
学部）、東北女子大学（現 柴田学園大学）、東北
栄養専門学校、柴田女子高校（現 柴田学園高校）、
柴田女子中学校（後に閉校）を創立。東北女子短
期大学の開学式の日、壇上で式辞を読む最中に倒
れ 70歳で急逝するまで、女性の教育に生涯を捧
げる生き方を貫きました。

　前回、当館の１室目
に展示している鎧兜（よ
ろいかぶと）の紹介を
しましたが、「武具甲冑
展」会期中の７月４日
までは、いつも鎧兜の
ある場所に別の資料を
特別展示しています。
　床几（しょうぎ）に
腰掛け、太刀を佩（は）
き、采配を手にした甲
冑（かっちゅう）姿の

若武者像、「大浦光信倚像」です。「大浦光信」と
聞いて、ピンとくる人もいるかもしれません。
　光信は、1491（延徳３）年に、岩手県久慈（くじ）
から青森県鰺ヶ沢の種里（たねさと）に入った武

将です。1502（文亀２）年には岩木山の東側の
大浦に進出するなど勢力を広げましたが、1526
（大永６）年に種里城で死去しました。その後、
光信の家系に連なる津軽為信によって津軽統一が
なされ、光信は津軽家の始祖として敬われました。
　光信の200年忌を終えた1729（享保 14）年、
長勝寺は寺の創建者である光信像を制作して寺内
に安置し、津軽氏の子孫繁栄・長久を祈願したい
と藩に要望しました。この申し出は即座に認めら
れ、江戸の仏師に制作が依頼されました。翌年に
は光信像が完成し、江戸を出発した光信像は藩主
の国入りの経路・儀式をもって迎えられ、長勝寺
に安置されました。
　高さ 50cmほどの小ぶりな武者像ですが、津
軽の歴史を物語る貴重な作品ですので、ぜひこの
機会にご覧ください。

 イベント
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【春の生物展】
▼とき　５月５日（水・祝）ま
での午前８時 30分～午後４時
30分
▼観覧料　無料

【こどもの森　森開き】
　苗木の無料配布や記念くじ、
工作体験などを行います。
▼とき　５月９日（日）
　　　　午前10時～
※事前の申し込みは不要。

【月例登山『初夏
のお山　太陽の道
ハイク』】
▼とき　５月 16
日（日）、午前９
時30分～午後２時30分
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、昼食、タオ

こどもの森５月の催し

ル、替えの下着・靴下（雨天決行）
※事前の申し込みが必要。
■■問問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

　工芸的な作品や食器・インテ
リア雑貨の展示販売会です。

▼とき　５月 12 日（水）～
16 日（日）の午前 10 時～午
後４時
▼ところ　藤田記念庭園考古館
（上白銀町）２階ギャラリース
ペース
▼入場料　無料
■■問問クラフト＆和カフェ匠館（☎
36-6505）

①弘前公園散策＆ハーバリウム
製作体験
　歴史ある古木・名木が現存す
る弘前公園をガイド付きで散策
後、ハーバリウム（乾燥させた
植物をオイルの中に入れて色や
形を長持ちさせたもの）ボール
ペンの製作体験をします。

▼体験料　2,000 円（材料費、
入園料込み）

津軽びいどろ・桜の世界
企画展

津軽まちあるきイベント

②弘前城植物園散策＆ハーバリ
ウム製作体験
　季節の花が咲き誇る植物園
（弘前公園内）をガイド付きで
散策後、ハーバリウムボールペ
ンの製作体験をします。
▼体験料　1,500 円（材料費、
入園料込み）
③藤田記念庭園散策＆お抹茶点

（た）て体験

　大正ロマンあふれる藤田記念
庭園（上白銀町）をガイド付き
で散策後、お抹茶点て体験をし
ます。
▼体験料　1,500 円（お抹茶
代、入園料込み）
～共通事項～
▼ と き　5 月 10 日（月）～
11 月 23 日（火・祝）の午前
10時～午後２時（所要時間は
①90分、②・③60分）
※希望する日の５日前までに予
約が必要。詳しくはお問い合わ
せください。
■■問問藤田記念庭園（☎37-5525）

　どの動物にごは
んをあげるかは、
当日までのお楽し
み！
▼ と き　5 月 16
日（日）、午前11
時30分～
▼ところ　弥生いこいの広場
▼対象　動物広場に入場した人
▼参加料　無料
※ただし動物広場の入場料が必
要。事前の申し込みは不要。
■■問問弥生いこいの広場（百沢字東
岩木山、☎96-2117）

動物さんのもぐもぐ観察

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
ロナウイルス感染症の予防と
拡大防止の観点から、中止や
内容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。
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の森弘前藩歴史館（☎ 83-
3110）へ。

【秋田英一日本画展「津軽野の
四季」】
▼とき　４月 29 日（木・祝）
～５月５日（水・祝）の午前９
時～午後４時
※４日（火・祝）も開館します。

【電動ロクロ体験】
▼ と き　 ５ 月
14 日（金）～
16 日（日）の
午前 10 時～午
後３時
※所要時間は約
45分。予約優先。当日受け付
けも可。
▼内容　電動ロクロを使った器
づくり
▼講師　佐藤学さん（津軽千代
蔵窯）
▼体験料　1,800 円（飲み物
付き）

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　５月９日（日）・23
日（日）の午前 10時～午後３
時（受け付けは午後２時 30分
まで）
▼内容　岩木かちゃらず会によ
る体験指導・販売
▼体験料　250 円～（コース
ターなど）
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎82-2902、火曜日は休み）

鳴海要記念陶房館の催し

▼受講料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼申し込み方法　電話か郷土文
学館受付で申し込みを。
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

【第１回文学忌「平田小六」】
　平田小六（ひらたころく）に
関する特別展示を行います。
▼とき　５月 15 日（土）～
21日（金）
※忌日の18日（火）は無料開館。
▼ところ　１階ロビー
～共通事項～
▼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。
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）

【エンディングノート書き方セ
ミナー】
　終活の第一歩として、実際に

アクティブシニア向け講座

　史跡整備や住宅建築などに伴
い、遺跡の発掘調査を実施した
成果を公開します。
▼とき　９月 30日（木）まで
の午前９時～午後５時（変更の
場合あり）
▼ところ　旧弘前市立図書館
（下白銀町）２階展示コーナー
▼内容　堀越城跡（堀越字川
合）、長沢遺跡（八幡字長沢）、
大浦城跡（五代字早稲田）、史
跡津軽氏城跡弘前城跡長勝寺構
（西茂森１丁目）、史跡大森勝山
遺跡（大森字勝山）の出土遺物
や写真パネルの展示
▼観覧料　無料
■■問問文化財課埋蔵文化財係（☎
82-1642）

【北の文脈文学講座】
▼とき　５月15日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　永住の地　五所川原
と千空（せんくう）
▼講師　齋藤美穂さん（元「俳
人・成田千空研究会」調査研究
員）
▼定員　15人（先着順）

発掘調査速報展

郷土文学館の催し

エンディングノートを使って作
成のコツを学びます。
▼とき　５月 15 日（土）、午
後１時30分～２時 30分
▼定員　10人（先着順）
▼参加料　550 円（テキスト
代として）
▼申込期限　５月14日（金）

【被災地支援活動 10 年の軌跡】
　サンタハウス弘前の 10年に
わたる東日本大震災被災地支援
活動について発表します。被災
地支援活動のパネル展も常時公
開中です。
▼とき　５月29日（土）
　　　　午後２時～３時
▼定員　16人（先着順）
▼参加料　無料
▼申込期限　５月28日（金）
～共通事項～
▼ところ　サンタハウス弘前公

 教室・講座

▼とき　５月16日（日）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼内容　フュージョン（ジャズ
を基調にロックやクラシックな
どを融合させた音楽）グループ
によるウインドシンセサイザー
の演奏
▼出演　M-Session

▼定員　25人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料（ただし観覧料
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５月１日（土）以降に、高岡

高岡の森弘前藩歴史館
令和３年度第１回
ロビーコンサート

■■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

園（元大工町）
▼対象　50歳以上の人
※50歳未満の人は要相談。
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）

　学ぶ市民のためのパソコン講
座です。
▼とき　６月１日（火）・８日
（火）の午前10時～午後３時
※２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　インターネットの利用
方法など
▼対象　文字入力およびキーボ
ード・マウスの操作ができる市
民＝16人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、昼食
■■問問５月９日（日）以降に、学習
情報館（総合学習センター内、
☎26-4800）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座

　土手町からもほど近く、芝生が広がる緑地には、ほっとひと息つけるベンチも。春のお出かけにぴ
ったりな弘前れんが倉庫美術館では、4月 10日（土）から展覧会「りんご宇宙　―Apple Cycle 
/ Cosmic Seed」を開催しています。この場所ならではのアート鑑賞を楽しんでみませんか。

※車で来館する場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。
提携駐車場（上土手町駐車場、アウトエア弘前、したどてス
カイパーク、三井のリパーク弘前桶屋町、三井のリパーク弘
前桶屋町第2）の利用で、運転手と同乗者１人に限り、展覧会
の観覧料は団体料金が適用されます。／障がい者と付き添い
の人（１人）、65歳以上の市民、高校生以下の人や市内の外
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
いつでも観覧料無料。年齢や住所を確認できるものの提示を。

　　弘前駅自由通路２階に、誰でも自由に演奏で
きる駅ピアノを設置しました。弘前駅を訪れた
際には、ぜひピアノに触れてみてください。

▼演奏可能時間
午前７時～午後11時
※演奏前後の手指の消毒など、
新型コロナウイルス感染症の感
染拡大予防にご協力ください。
■■問問観光課（☎40-0236）

弘前れんが倉庫美術館に関連する情報を連載します。
■■問問弘前れんが倉庫美術館（吉野町、☎32-8950）

■■ＨＨ https://www.hirosaki-moca.jp/
Hirosaki Art Times
ヒロサキ・アート・タイムズ #2

弘前駅に弘前駅に駅ピアノ駅ピアノをを設置設置しましたしました
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　目の見えにくさを感じる子ど
もから大人まで、本人はもちろ
ん、保護者、学校の担任の先生
など気軽にご相談ください。
▼とき　５月 20 日、６月 24
日、９月 16日、10 月 28 日、
11月 25日（いずれも木曜日）
の午後１時～３時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　便利グッズの紹介、見
え方に配慮した育児方法、学級
における指導方法など
▼相談料　無料
※事前に「見え方の相談」と予
約してください。
■■問問ロービジョン相談支援センタ
ー（青森県立盲学校内、☎
017-726-2239）

▼ と き　第 １ 回
【摘果編】…①５
月22日（土）、②
５月 26 日（水）
／第２回【袋掛け編】…①６月
５日（土）、②６月９日（水）
／第３回【着色管理・収穫編】
…①９月 25 日（土）、②９月
29日（水）
※時間は各回午後１時 30分～

目の見え方に関する
「サテライト相談教室」

令和３年度
初心者向けりんご研修会

５
月
の
催
し

ロマントピア天文台ロマントピア天文台  
［星と森のロマントピア］

★定例観察会「月・火星・レ
グルス・M44」
▼とき　15日（土）
　　　　午後7時～ 9時
★スーパームーンの皆既月食
特別観察会
▼とき　26日（水）
　　　　午後7時～ 9時
～共通事項～
▼入館料　無料（市民以外は
有料）
▼通常開館時間　　午後１時～
９時30分
■■問問ロマントピア天文台（水木
在家字桜井、☎84-2233）

日（月）・28 日（月）の午前
９時～正午
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
▼持ち物　筆記用具、カメラ（ス
マートフォン可）、飲み物
▼対象　３回受講が可能な高校
生以上の市民＝20人
▼参加料　無料
■■問問 5月31日（月・消印有効）ま
でに、郵便番号・住所・氏名・年
齢・電話番号・ガイド養成講座と
記入の上、郵送かファクスまたは
Eメールで弘前市仲町地区伝統的
建造物群保存会（今井さん、〒
036-8333、若党町75の２、☎
兼 ■■ＦＦ 32-9272、  ■■ＥＥ naka
chou.bukeyashiki@gmail.
com）へ。
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システムの採択事業。

　収納課では、平日の日中に納
税相談ができない人のために、
夜間・休日納税相談日を設けて
います。
▼夜間納税相談　５月 17 日
（月）～ 21 日（金）の午後５
時～７時30分
▼休日納税相談　５月 16 日
（日）・23日（日）の午前９時

夜間・休日納税相談の
ご利用を

～午後４時
　納期限までに納付できない事
情がある人は、未納のままにせ
ず、ぜひ相談においでください。
　今月の休日納税相談日は第
３、４日曜日です。この日は電
話での相談や、市税などの納付
もできます。
※特別な理由がなく、納付およ
び連絡がない場合は、差し押さ
え処分を執行することもありま
す。
■■問問 収納課（市役所２階、☎
40-7032、40-7033）

　ヒロロ（駅前町）３階総合行
政窓口のマイナンバーカード業
務は、５月３日（月・祝）から
５日（水・祝）まで休業します。
ご理解とご協力をお願いしま
す。
■■問問マイナンバーカード普及促進
対策室（☎40-0506）

【あたたかい　ことばがつなぐ
　こころのわ（令和３年度児童
福祉週間標語）】
　厚生労働省では、子どもの健
やかな成長について国民全体で
考えることを目的に、毎年５月
５日のこどもの日から 1週間
を「児童福祉週間」と定めてい
ます。

【家庭で親子のふれあいを】
　子どもの不安や悩み、将来の
夢や希望などについて話し合う
機会を設けましょう。

【児童虐待かもと思ったら通告
を】
　児童虐待は未然に防止するこ
とが大切です。児童虐待が疑わ
れる場合は通告をお願いしま

ヒロロ総合行政窓口マイナ
ンバーカード業務休業

５月５日～ 11 日は
児童福祉週間

３時／各回とも①と②は同じ内
容。
▼集合場所　りんご公園（清水
富田字寺沢）
※研修内容に応じて、他の園地
に移動して実施する場合あり。
▼講師　青森県りんご協会職
員、市内ＪＡ職員
▼対象　市内でのりんご補助作
業に関心のある人または市内で
就農を希望する人＝各回25人
▼持ち物　飲み物、汗拭きタオ
ル、作業用手袋、雨がっぱ（雨
天時）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　農政課まで申
し込みを（氏名・電話番号・り
んご作業経験の有無・参加希望
日をお知らせください）。
※託児サービスも用意していま
すので、希望者は事前に農政課
まで申し込みを。／生育状況や
天候によっては順延する場合が
あります。詳細は市ホームペー
ジでお知らせします。
■■問問農政課地域経営係（☎ 40-
7102、 ■■ＦＦ 32-3432、 ■■ＥＥ
nousei@city.hirosaki.lg.jp）

　観光客や修学旅行生などにガ
イドができるよう、町並み保存
地区の「仲町」と弘前城周辺の
武家屋敷について学びます。
▼とき　６月 14日（月）・21

武家屋敷の町並み
「仲町地区」ガイド養成講座

す。
▼通告先　こども家庭課子育て
相談係／弘前児童相談所（下白
銀町、☎ 36-7474、24 時間
全国共通ダイヤル〈無料〉☎
189）／弘前警察署（八幡町3
丁目、☎32-0111）
■■問問こども家庭課子育て相談係
（市役所１階、☎40-3976）

　青森県電気機械器具製造業最
低工賃が令和３年５月１日から
以下のとおり改正されます。
①シールド線＝ 100 本につき
482円 39銭
②コネクター＝１端子ごとに差
すもの…100 端子につき 26
円 45銭／連続端子となってい
るもの…100 回につき 56 円
84銭
③アルミ電解コンデンサー＝テ
ーピング状で行うもの、自動検
査済みのもの…100 個につき
10 円 59 銭／バラ状で行うも
の…100個につき18円 82銭
※詳しくは、青森労働局ホーム
ペ ー ジ（https://jsite.mhlw.
go.jp/aomori-roudoukyoku/
home.html）で確認を。
■■問問青森労働局労働基準部賃金
室（☎ 017-734-4114）

　津軽広域連合では、津軽の
美しい自然や風景、地元のお
祭り、歴史的なものの写真や
イラストを、簡単なコメント
と一緒に投稿する地域資源特
派員を募集しています。
▼対象　関係８市町村（弘前
市・黒石市・平川市・藤崎町・
板柳町・大鰐町・田舎館村・
西目屋村）に在住、通勤、通

青森県電気機械器具製造業
最低工賃改正のお知らせ

地元の魅力を情報発信！
地域資源特派員募集

  

 その他

学している人
▼応募方法　登録申込書に必
要事項を記入し、郵送または
Eメールで送付してください。
※登録申込書は津軽広域連合
ホームページからダウンロー
ドできます。
▼写真・イラスト募集テーマ
①あなたのまわりの季節を感
じるもの／②まちで見かけた
時代を感じるもの／③あなた
のまちの奇祭・奇習
▼投稿方法　特派員登録後に、
写真やイラストに簡単なコメ
ントを添えて、郵送か Eメー
ルで投稿してください。
※郵送の場合、専用用紙と返
信用封筒を送付します。投稿
はペンネームも可。
詳しくは、ホーム
ページで確認する
か、問い合わせを。
■■問問津軽広域連合総務課総務企画
係（〒 036-8003、駅前町 9
の 20、ヒロロ 3 階、☎ 31-
1201、■Ｅ rengou@tsugaru
koiki.jp）
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集部ライター」を募集します。
▼募集期間　４月 30 日（金）
～５月31日（月）
▼募集人員　10人程度
▼活動期間　令和４年３月 31
日まで
▼応募条件　①市の魅力を市内
外に情報発信する意欲がありボ
ランティアとして活動できる人
／②応募時に市内在住・在勤・
在学（高校生以上）の人（ただ
し応募者が高校生または未成年
者の場合は保護者等の同意が必
要）／③パソコン、スマートフ
ォン、タブレットのいずれかを
所有し基本的な操作ができる人
／④育成講座に参加できる人
▼活動内容　ローカル情報の取
材・記事執筆など、経験豊富な
編集長のもとで、市民ライター
育成講座などに参加しながら、
市の移住ポータルサイト「弘前
ぐらし」や自身の SNSなどで
市の魅力を情報発信します。
▼応募方法　応募用紙に必要事
項を記入し、必要書類を添えて、
５月 31日（月・必着）までに
Eメール、郵送、持参で提出を。
応募用紙は「弘前ぐらし」ホー
ムページからダウンロードでき
るほか、企画課（市役所２階）
でも配布しています。
▼選考方法　書類選考の上、６
月中旬頃に Eメールで結果を
通知します。
※詳細は、「弘前ぐ
らし」ホームページ
をご覧ください。
■■問問企画部企画課人口
減少対策担当（〒036-8551、
上白銀町１の１、☎40-7121、
■■ＥＥ kikaku@city.hirosaki.
lg.jp）

　市内企業の人事担当者が、仕
事内容などを生の声で伝えま

求人説明会・ミニ面接会

日 月 火 水 木 金 土
１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

弘

岩

こ

相

岩

岩

岩

岩

相

相

相

弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316

相

弘こ

図書館休館日５月

　城西小学校
地区（市道袋
町線）では、
歩行者が安全
に通行できる
ように「生活道路の交通安全対
策事業」を実施し、国土交通省
の技術支援を受けながら生活道
路の安全対策を推進するため、
対策の効果検証等を平成 28年
度から行ってきました。
　運転者の皆さんは、当該地区
はもとより他地区を走行する場
合でも、通学児童などの歩行者
や自転車利用者への配慮にご協
力をお願いします。
検証結果などの詳細は、市ホー
ムページをご確認ください。
■■問問土木課（☎40-7051）

生活道路の交通安全対策

　ホンデリングとは、寄付して
いただいた本の売却代金を、「全
国被害者支援ネットワーク」が
行う支援活動に役立てるもので
す。全国被害者支援ネットワー
クでは、犯罪被害に遭われた
人々への精神的ケアや、警察や
病院等への付き添い支援、経済
的支援などを行っています。
　昨年度は多くの人に賛同いた
だき、約 3,000 冊を寄付する
ことができました。今年度も引
き続きご協力をお願いします。
▼実施期間と寄付ボックス設置
場所　①市役所（上白銀町）２
階市民協働課前通路…令和４年
３月 31日（木）までの年末年
始（12 月 29 日～１月３日）
を除く平日、午前８時 30分～
午後５時／②市民参画センター
内（駅前町、ヒロロ３階）…令
和４年３月 31日（木）までの
年末年始（12 月 28 日～１月
３日）を除く午前９時～午後９
時
▼寄付対象となる本　ISBNコ
ード（下図）がついた本

※ ISBN コードがついていな
い本、個人出版の本、古書、マ
ンガ雑誌、コンビニコミック、
百科事典などは対象外です。寄
付いただいた本は返却できませ
んのでご了承ください。
■■問問市民協働課（☎40-0384）

　弘前に住む人の生活や日常、
市に移住してきた人ならではの
気づきや発見など、弘前の魅力
を発信する「弘前ぐらし市民編

本で広がる支援の輪
「ホンデリング」にご協力を

市民ライターを募集

※変更となる場合があります。

※事前の予約が必要。
▼予約方法　６月 17 日（木）
までに、電話で青森県男女共同
参画センター相談室へ（受け付
けは午前９時～午後４時〈水曜
日を除く〉）。
※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）

す。求職中であれば誰でも無料
で参加でき、面接も可能です。
▼とき　５月14日（金）・26
日（水）、午後１時30分～４時
30分（受け付けは午後１時～）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼定員　20人程度
▼参加企業数　３社以上（予定）
▼その他　参加希望者は当日ま
でに申し込みを。ハローワーク
に未登録の人も参加可。雇用保
険受給者は求職活動実績の対象
になるため、雇用保険受給資格
者証の持参を。参加企業は、青
森労働局または市ホームページ
でご確認ください。UJI ターン
求職者を対象とした、スカイプ
（インターネットによるテレビ
電話）での面談ができます（開
催日の７日前までの申し込みが
必要）。詳しくは問い合わせを。
■■問問 I・M・S（弘前就労支援セ
ンター内、駅前町、ヒロロ３階、
☎55-5608）

【生産現場の問題解決】
▼とき　６月９日（水）、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
▼申込期限　５月26日（水）

【業務効率を向上させるワープ
ロソフト活用】
▼とき　６月 11 日（金）、午
前９時30分～午後４時30分
▼ところ　JMTC弘前教室（御
幸町）
▼対象　在職者＝15人
▼受講料　2,200円
▼申込期限　５月28日（金）
～共通事項～
▼申し込み方法　ファクスで申

生産性向上支援訓練

し込みを（申込書はホームペー
ジからダウンロード可）。
■■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/）

　個々の労働者と事業主との間
に生じた労働条件などのトラブ
ルを解決するため、無料の相談
会を開催します。
▼とき　５月 11 日（火）、午
後１時 30分～３時 30分／５
月 16日（日）、午前 10時 30
分～午後０時30分
▼ところ　青森県労働委員会
（青森市新町２丁目）
▼対象　県内の労働者、事業主
※随時受け付け（事前予約優先）。
■■問問青森県労働委員会事務局（☎
017-734-9832、 ■■ＦＦ 017-
734-8311、労働相談ダイヤ
ル☎0120-610-782）

　相続、遺言、成年後見などの
無料相談会です。
▼とき　５月 19 日（水）、午
後１時30分～３時 30分
※事前の予約は不要。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室
■■問問弘前コスモス会（ふたば行政
書士事務所、☎88-8781）

　法律問題について、女性弁護
士がアドバイスします。
▼とき　6 月 22 日（火）、午
後２時～４時（１人30分）
▼ところ　市役所３階会議室
▼定員　３人（先着順）

労働相談会

行政書士弘前コスモス会に
よる無料相談会

女性のための無料法律相談

岩

緑の相談所 ５月の
催し

【講習会】
●山野草の増やし方
▼とき　15日（土）、午後１
時30分～３時30分
●コチョウランの栽培管理
▼とき　22日（土）、午後１
時30分～３時30分
※定員は各20人。事前に電
話で予約が必要。

【展示会】
●春の山野草展
14日（金）～ 16日（日）
の午前９時～午後４時30分

【弘前城植物園での催しなど】
●深山霧島展
29日（土）・30日（日）
●移動緑の相談所
29日（土）・30日（日）

【植物園・弘前城有料区域無
料開放】
　植物園では園内観察会や高
所作業車乗車体験、ハーバリ
ウム作り体験を行いますの
で、この機会にぜひおいでく
ださい（一部有料）。
▼とき　30日（日）
　　　　午前9時～午後5時

【今月見られる花】
ハンカチツリー、ツツジ、西
洋シャクナゲ、ボタンなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737）
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 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チェア体操
教室

５月 20 日～６月
24 日の毎週木曜
日、午前 10 時～
11 時

河西体育セ
ンター

いすに座ってでき
るストレッチ、音
楽に合わせてのリ
ズム体操など

市民＝ 10
人

 無料

５月 13 日（木・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。
①②＝（※１）（※２）
③＝（※１）

②かけっこ教
室

５月 24 日～６月
14 日の毎週月・木
曜日、午後４時 30
分～６時

走る・跳ぶなどの
全身運動、音楽に
合わせてのジャン
プトレーニングな
ど

市内の小学
生＝ 30 人
程度

③プールで筋
トレ・脳トレ
水中ウォーキ
ング教室

５月 31 日～７月
５日の毎週月曜日、
午前９時 30 分～
10 時 30 分

水中ウオーキング
の基本など

市民＝ 15
人程度

④岩木山総合
公園ヨーガ教
室

毎週水曜日、午前
10 時 30 分～正午

岩木山総合
公園ちびっ
こアリーナ

ヨーガ（６月～ 10
月の第４水曜日は
お出かけヨーガ）

市民

１回 700 円（初回
無料体験あり、４
回参加で１回無料、
館内浴室利用無料、
傷害保険料込み）

当日までに、岩木山総
合公園（百沢字裾野、
☎ 83-2311、■■ＦＦ 83-
2635）へ。
※弘前駅より無料送迎
あり（要予約）。

⑤高原を歩こ
う！さわやか
ウォーキング

５月～ 10 月の❶
毎週月曜日、❷毎
週木曜日、午前 10
時 15 分～ 11 時
45 分

岩木山総合
公園ウォー
キングコー
ス

ウオーキング（月
曜日は「速歩ウォ
ーク」、木曜日は「お
散歩ウォーク」）

１回 200 円
（傷害保険料込み）

⑥第 14 回
B&G 会長杯
グラウンド・
ゴルフ大会

６月６日（日）、午
前９時～受け付け
開始

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（１チーム
６人の団体戦、24
ホールの成績で順
位を決定、個人申
し込み可）

市民 １人 500 円
（傷害保険料込み）

５月 23 日（日）までに、
申込用紙を弘前 B&G
海洋センター（☎ 33-
4545）へ（申込用紙
は弘前 B&G 海洋セン
ターに設置）。

⑦夏泊半島シ
ーサイドノル
ディックウォ
ーキング

６月６日（日）、午
前８時～午後４時

夏泊半島・
大島～椿山
海岸コース

ノルディックウォ
ーキングの基本レ
クチャーなど

長距離歩行
が可能な人
＝ 20 人

１人 3,000 円（バ
ス代、昼食代、ポ
ールレンタル代、
傷害保険料込み）

５月 28 日（金）までに、
弘前 B&G 海洋センタ
ー（☎ 33-4545）へ。
※集合は河西体育セン
ター（石渡１丁目）。

⑧市民ナイタ
ー・少年少女
テニス教室

６月１日（火）・４
日（金）・８日（火）・
11 日（金）の午後
７時～８時 30 分

千年庭球場
（小栗山字
川合）

硬式テニスに親し
む、基本ストロー
クなど

市民＝ 20
人、小・中
学生＝ 20
人

市民＝ 2,000 円、
小・中学生＝
1,000 円（傷害保
険料込み）

５月 20 日（木）まで
に、弘前テニスクラブ

（原田さん、■■ＥＥ hirote
1961@gmail.com）
へ。

（※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）・
教室名を記入の上、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）…室内シューズが必要。／共通事項…飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。各自傷害保
険に加入を。詳しい持ち物などは各施設に確認を。

虫駆除剤＝ 600 円（税込み）
／発酵促進剤＝①1,540円（税
込み）・②1,500円（税込み）（メ
ーカーにより金額が異なりま
す）
■■問問町会連合会（☎ 35-1111、
内線 346）

　市内の観光スポットにもなっ
ている日曜朝市です。
▼開催日　６月 20日～ 10月
10 日の毎週日曜日、午前６時
30分～７時 30分
▼ところ　津軽藩ねぷた村こみ
せ通り（亀甲町）
▼募集期限　６月10日（木）
■■問問青森県特産品センター（檜山
さん、佐々木さん、☎ 39-
1511）

▼職種　消防職Ａ＝平成５年４
月２日～平成 12年４月１日に
生まれた人
▼資格　日本国籍を有し、採用
時に弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎
館村、西目屋村に居住でき、矯
正視力を含み両眼で 0.7 以上
かつ一眼でそれぞれ 0.3 以上、
男性は身長おおむね160cm以
上、女性はおおむね155cm以
上の人
▼採用予定　４人
▼第１次試験日　７月 11 日
（日）
▼試験場所　弘前医療福祉大学
（小比内３丁目）
▼試験科目　大学卒業程度の教
養試験、適性検査、体力試験
▼申し込み方法　受験申込書を
記入し必要書類を添え、６月
18日（金・消印有効）までに
消防本部人材育成課に郵送また
は持参してください（受け付け

日曜朝市に出店しませんか

消防職員募集

　働く意欲のある
60 歳以上の市民
を対象に、新入会
員説明会を開催しています。
▼とき　毎月第１火曜日の午前
10時～／第３火曜日の午後３
時～
▼ところ　生きがいセンター
（南袋町）
▼入会手続きに必要なもの
①入会申込書（シルバー人材セ
ンターで配布。事前に必要事項
を記入し、当日持参を）、②年
会費 3,000 円（互助会費を含
む）、③印鑑（認め印可）、④青
森銀行またはみちのく銀行の預
金通帳（本人名義）
※説明会の参加には事前の申し
込みが必要。入会希望者は手続
き時に面談を行います。
■■問問弘前市シルバー人材センター
（生きがいセンター内、☎ 36-
8828）

【宮川会場】
▼とき　７月３日～令和４年２
月 19 日の第１・第３土曜日、
午後１時～３時30分
※開催日が変更になる場合もあ
ります。
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）研修室ほか
▼内容　体操、歌唱、ヨガ、楽
器演奏、紙製作など

【ヒロロ会場】
▼とき　７月 12日～令和４年
２月28日の第２・第４月曜日、
午後１時～３時30分
▼ところ　ヒロロ３階（駅前町）
健康ホールほか
▼内容　体操、ICT、囲碁、紙

弘前市シルバー人材センター
会員募集

70 歳からの健幸増進ヘル
シーエイジング受講生募集

製作、ミニ講話（健康・生活・
人生）など
～共通事項～
▼全体会　６月 16 日（水）・
28日（月）、令和４年３月 14
日（月）・28 日（月）の午後
１時～３時 40分にヒロロ４階
市民文化交流館ホールで、オリ
エンテーション、体力測定、講
話、コンサートなどを行います。
▼参加料　各会場 5,000 円。
1回のみ参加する場合は、各回
300円。
▼対象　70歳以上の市民＝各
会場25人
▼その他　参加者に自宅で使用
するための運動用ゴムバンドと
ボールを無料で貸し出します。
■■問問５月 10日（月・必着）まで
に、郵送往復はがき（住所・氏
名・年齢・電話番号・参加希望
会場を記入）で、ヘルシーエイ
ジング（齋藤さん、〒 036-
8231、稔町 14 の 1、☎ 34-
2649）へ。
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　町会連合会では、家庭の生ご
みを堆肥化してごみの減量を図
るため、埋め込み式の生ごみ処
理容器などをあっせんします。
購入希望の人は、電話でお申し
込みください。なお、商品配達
の際、郵便振替用紙を渡します
ので、代金は最寄りの郵便局で
支払ってください。振込手数料
は販売業者が負担します。
▼受付期間　５月６日（木）～
28日（金）の平日
▼内容　生ごみ処理容器（埋め
込み式〈丸形・容量 190 リッ
トル・限定 75 台〉）＝ 4,000
円（定価 6,000 円〈税込み〉
のうち 2,000 円を補助）／害

生ごみ処理容器と
薬剤をあっせん

▼受講料　無料（ただし、事前
にテキストの購入が必要）
▼申し込み方法　５月 17 日
（月）から 21 日（金）まで、
消防本部予防課か最寄りの消防
署・分署で受け付けします。
※詳細は弘前地区消防事務組合
ホームページ（http://www.
hirosakifd.jp/）で確認を。
■■問問 弘前消防本部予防課（☎
32-5104）

は平日の午前８時 30分～午後
５時）。
※受験申込書は消防本部人材育
成課および各消防署で交付して
いるほか、弘前地区消防事務組
合 ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.hirosakifd.jp/）からダ
ウンロードできます。
■■問問 消防本部人材育成課（〒
036-8203、本町２の１、☎
32-5109）

▼とき　６月 17 日（木）、午
前９時 30分～午後４時／６月
18日（金）、午前９時30分～
午後４時20分
※２日間の受講が必要。
▼ところ　岩木文化センター
「あそべーる」（賀田１丁目）
▼定員　70人（先着順）

甲種防火管理新規講習
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にんじんケーキ
File.113弘前市食生活改善推進員会

①にんじんはよく洗い、皮つきのままですりお
ろす。

②ボウルに卵を割り入れ、牛乳を加え混ぜる。
①のにんじん、ホットケーキミックスを入れ
て、さっくりと混ぜる。

③炊飯器に②の生地を流し入れる。上からミ
ックスビーンズを散らし、ふつうの炊飯モ
ードを押す。炊飯器に「早炊き」または「ケ
ーキ」のスイッチがある場合は、それでもよい。出来上がったら取り出して、少
し冷ましてから切り分ける。

　※厚手のフライパンで焼く場合は、弱火で10分から12分じっくりと焼く。

炊飯器で作るおやつレシピ

■1／6 切れの栄養量
エネルギー／ 175kcal、たんぱく質
／ 6.1g、脂質／ 4.3g、カルシウム
／ 72mg、食塩相当量／ 0.5g

 
炊飯器 1個分
ホットケーキミックス……200ｇ
にんじん……………… 100ｇ
卵 ……………… 100ｇ（2個）
牛乳…………………… 120ml
ミックスビーンズ……… 25ｇ

材 料

健康の掲示板
弘前市保健センター（健康増進課、野田２丁目）　☎ 37-3750

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況などによって適宜
見直すことがあります。ご理解とご協力をお願いします。

母子保健 　母子健康手帳の持参を。場所は弘前市保健センター（各指定医療機関での個別健診
を除く）で、料金は無料です。なお、発熱など体調不良の場合は、次回に受診してく
ださい。対象者には個別に通知します（★は健康診査票が必要です）。

健康と福祉ごよみはこちらから インターネット予約はこちらから

弘前市　集団検診 検索健康と福祉ごよみ 検索

検　診 　市で実施している健（検）診の詳しい内容は、毎戸配布している「健康と福祉ごよみ」をご覧く
ださい。健（検）診を受診し、精密検査の判定があった場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

各種相談

定期予防接種など
【子どもの定期接種】
　定期接種は、免疫の減少に加
え、感染症にかかりやすい年齢
や重症化しやすい年齢などを考
慮して、標準的な接種時期が決
められています。新型コロナウ
イルス感染症に伴う外出自粛な
どにより必要な予防接種を控え
ることのないよう、体調のよい
時に計画的に接種しましょう。
　来年度小学校に入学する予定
の幼児には、麻しん風しん混合
２期の予防接種について個別通
知しています。なるべく早い時
期に接種しましょう。

【高齢者肺炎球菌感染症の定期
接種】
　肺炎は、季節を問わず誰でも

かかる可能性があり、かかると
急激に症状が進んでしまうこと
があります。今年度対象となる
人には個別に通知していますの
で、希望する人は早めに接種し
ましょう。
▼実施期間　令和４年３月 31
日まで
▼対象　今年度65歳、70歳、
75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、
95歳、100歳になる人で、今
までワクチンを接種したことの
ない人
▼自己負担　5,000 円（生活
保護受給者は無料）

【風しんの追加的対策（風しん
第５期定期接種）】
　国が３年間で実施する、風し
んの抗体保有率が低い男性を対
象とした事業は、今年度で終了

します。
　風しんは、妊婦がかかると高
い確率で心臓や目などに障がい
をもった赤ちゃんが生まれる可
能性があります。気づかないう
ちに「感染する、感染させる」
ことがないように、
健診などの機会を
利用して風しんの
抗体があるか検査
しましょう。
▼対象　昭和 37年４月２日～
昭和 54年４月１日生まれの男
性
▼費用　無料
▼実施期間　令和４年２月 28
日まで
※有効期限切れのクーポン券も
使用できますので実施機関にお
問い合わせください。

【胃がんリスク検診とは】　
　胃がんをはじめとする胃の病気のなりやすさを分類する検査で、血液検査で行います。「ヘリ
コバクター・ピロリ抗体検査」と「ペプシノゲン検査」の2種類を調べ、医師から二次検査（精
密検査）が必要と説明を受けた人は、早めに精密検査（胃カメラなど）の受診をお勧めします。

　今年度の大腸がん検査キットと胃がんリスク検診の受診券を送付しました。
受診方法などの詳細は同封のチラシで確認してください。対象となる人は、ぜひ受診しましょう。
◆対象　昭和56年４月１日～昭和57年３月 31日生まれ（今年度40歳になる人）
◆受診期間　大腸がん検診…５月１日～６月30日
　　　　　　胃がんリスク検診…５月１日～令和４年３月31日
◆料金　無料（送付した検査キットと受診券を使用した場合）

名　称 内　容 と　き ところ
のびのび
子ども相談

発達相談（ことばについて心配、落ち着きがないな
ど）。対象は市民で 1 歳以上の幼児とその家族。母子
健康手帳の持参を。

平日の午前９時 30 分～午後３時、１組あたり１
時間程度（事前の予約が必要）

弘前市保健
センター（野
田２丁目）

食事と
栄養相談

離乳食のその後の食事（すすめ方・偏食など）に関
すること。対象は市民で乳幼児と保護者

平日の午前９時 30 分～午後３時（事前の予約が
必要）

歯科相談 お口の健康づくり（虫歯予防や歯みがきなど）に関
すること。対象は市民で乳幼児と保護者

平日の午前９時 30 分～午後３時（事前の予約
が必要）

こころの
健康相談

本人や家族のこころの悩み、新型コロナウイルス感
染症などの影響による生活への不安や悩み

５月 11 日（火）、午前９時～ 11 時（前日まで
に事前の予約が必要／「こころの病気」の治療を
していない人を優先）

大腸がん検診  と
胃がんリスク検診  が　　　　で受けられます！無 料

名　称 と　き 対象・申込先など
内　容

乳
幼
児
の
健
康
診
査

４か月児★
７か月児★ 各指定医療機関での個別健診

１歳６か月児
★

集団健診…５月 26 日（水）・27 日（木）／受付＝午後０時 20 分～２時 15 分
※集団健診を受診する前に指定医療機関での個別健診を必ず受診してください。

３歳児 ５月 12 日（水）・13 日（木）／受付＝正午～午後１時 25 分　※予約制です。
２歳児歯科★ 各指定歯科医療機関での個別健診

離
乳
食
教
室

離乳食初期（生
後 4 ～ 6 か月
児）

６月７日（月）、①受付＝午前 10 時～ 10 時 10 分（実施＝午前 10
時 10 分～ 10 時 50 分）／②受付＝午前 11 時 10 分～ 11 時 20 分（実
施＝午前 11 時 20 分～正午）　※予約制です。

５月 15 日（土）までに、
駅前こどもの広場（ヒロロ
3 階、☎ 35-0156、午前
10 時～午後６時、土・日
曜日、祝日も可）に申し込
みを。

離乳食中期・
後期（生後 7
～ 11 か月児）

６月４日（金）、①受付＝午前 10 時～ 10 時 10 分（実施＝午前 10 時
10 分～ 10 時 50 分）／②受付＝午前 11 時 10 分～ 11 時 20 分（実
施＝午前 11 時 20 分～正午）　※予約制です。

子どもの日には、親子で一緒におやつ作りをしませんか。卵を割っ
たり生地をかき混ぜたりするなど自分で作ると、人参が苦手な子ど
もでも、人参がなぜかおいしいと感じられるようになります。家族
で食べること、一緒に作ることを増やしましょう♪

おすすめポイント♥
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６月１日号の投稿募集 応募締め切り
５月９日（日・必着）

★問い合わせ・応募先　
広聴広報課（〒036-8551、
上白銀町１の１、市役所２階、
☎ 35-1194、ファクス 35-
0080、Ｅメール kouhou@
city.hirosaki.lg.jp）

　お題から自由に発想して、
一句ひねってみてください。
▼応募方法　次の事項を記入
し、郵送、持参、ファクスま
たはＥメールで応募してくだ
さい。
①住所・氏名・ペンネーム（希
望者のみ）・電話番号
②川柳（１人一句まで）
※応募多数の場合は、掲載さ
れない場合もあります。

▼対象　令和３年６月に１歳の誕
生日を迎える市内在住の子
▼掲載内容　子どもの写真・氏
名（ふりがな）・生年月日・住所
（町名・丁目まで）
▼応募方法　①写真１枚（プリ
ントまたはデータ）に、②子ど
もの氏名（ふりがな）・生年月日・
住所・保護者氏名・電話番号を
添えて、郵送、持参またはＥメ
ールで応募を。

１歳の記念に写真を
掲載しませんか

※ E メールで投稿した人には
受信完了メールを送信してい
ます。受信完了メールが届か
ない場合は掲載できない場合
があるので、必ず電話でお問
い合わせください。

５

菊
き く ち

地 葵
あ お は

晴ちゃん
R2.5.25 生（泉野 2）

 

葛
か さ い

西 叶
と あ

愛ちゃん
R2.5.28 生（小比内 1）

 

本
ほ ん ま

間 稜
りょうだい

大ちゃん
R2.5.8 生（取上 3）

齊
さいとう

藤 あやめちゃん
R2.5.1 生（自由ケ丘 1）

紺
こ ん の

野 風
ふ み

翠ちゃん
R2.5.15 生（千年 4）

坂
さかもと

本 湊
み な と

斗ちゃん
R2.5.31 生（船水 3）

前
ま え だ

田 逸
い つ き

貴ちゃん
R2.5.9 生（早稲田 1）

 

岡
お か べ

部 桜
おうだい

大ちゃん
R2.5.3 生（樹木 2）

 

三
み う ら

浦 望
の ぞ む

夢ちゃん
R2.5.27 生（高屋）

 

小
こばやし

林 千
ち さ き

咲紀ちゃん
R2.5.16 生（清原 2）

 

小
おがさわら

笠原 理
り く

薫ちゃん
R2.5.24 生（駅前 2）

 

福
ふ く だ

田 勧
かんげん

弦ちゃん
R2.5.20 生（相馬）

 

齋
さいとう

藤 禅
ぜん

ちゃん
R2.5.25 生（田園 4）

 

秋
あきもと

元 満
み つ き

月ちゃん
R2.5.7 生（樹木 4）

 

藤
ふ じ た

田 一
い ち か

花ちゃん
R2.5.11 生（独狐）

 

大
おおさか

坂 春
は る

瑠ちゃん
R2.5.17 生（早稲田３）

 

玉
たまくま

熊 紡
つ む ぎ

來ちゃん
R2.5.17 生（五代）

鎌
か ま だ

田 旺
おうすけ

佑ちゃん
R2.5.16 生（高屋）

 

木
き む ら

村 朱
し ゅ う

佑ちゃん
R2.5.10 生（藤代 3）

 

阿
あ べ

部 暁
あきら

ちゃん
R2.5.27 生（五十石町）

 

宮
みやもと

本 月
あかり

ちゃん
R2.5.28 生（千年 1）

 

木
き む ら

村 來
ら い が

雅ちゃん
R2.5.12 生（大久保）

 

下
しもやま

山 結
ゆ う り

李ちゃん
R2.5.4 生（松ケ枝 2）

 

猪
いのまた

股 瑞
みずき

ちゃん
R2.5.19 生（小比内５）

 

柴
し ば た

田 莉
り お

緒ちゃん
R2.5.27 生（在府町）

 

西
にしざわ

澤 凛
り ひ と

人ちゃん
R2.5.17 生（清水森）

 

長
は せ が わ

谷川 美
み こ

虹ちゃん
R2.5.21 生（城東中央 3）
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■問い合わせ先　環境課廃棄物政策係（☎32-1969）

たか丸くんの

令 和 ３ 年 ２ 月 の

ごみ排出量
（燃やせるごみ）

3,317t 209t減 !
（昨年同月比）

 

マイボトル・マイ容器を使おう♪
料理をテイクアウトする時、自分のボトル
や容器で持ち帰ることを mottECO（もっ
てこ）っていうんだよ！やってみてね♪

各地で行われた
イベントやまちの話題を
お届けします★

  

成人式

令 和２年度の新成人が、ウイルス対策の下、引
き締まった表情で式典に臨みました。久し

ぶりに顔を合わせた友人同士、再会を喜びながらス
マートフォンで写真を撮影する場面もありました。

３月 21 日　青森県武道館（豊田２丁目）

春の火災予防運動

  

４月 12 日　コープあおもり和徳店（野田２丁目）

店 内から出火し、逃げ遅れた人がいると想定し
た消防訓練が行われました。日頃多くの人が

利用するスーパーでの火災に備え、参加した従業員
が客の誘導や避難経路などを確認していました。

建 物の完成を祝い、地元消防団によるまとい振
りが披露され、関係者が無事故・無災害を祈

りました。強い強度と発電設備を備えた藤代分署は、
今後、防災活動の拠点として活用されます。

弘前消防署藤代分署　落成式

３月 22 日　弘前消防署藤代分署（石渡３丁目）

弘前城ミス桜コンテスト

４月４日　岩木文化センターあそべーる（賀田１丁目）

２ 年ぶりの開催となった今回、決勝審査が無観
客で行われ、15 人の参加者が自分を PR し

ました。ミス桜グランプリには山田小雪さんが選ば
れ、笑顔で今後の意気込みを語りました。

駅ピアノ設置

ピ アノが２つの駅に設置され、自由に演奏でき
るようになりました。ピアノを弾く人や演奏

に足を止める人、懐かしそうに触れる人など、楽器
を通したコミュニケーションが生まれていました。

４月２日　弘前駅自由通路／４月４日　中央弘前駅

こんなときは
どうするの！？

教えて！たか丸くん

QQ 休日に山登りをしたいけど、クマが出たら怖いなあ。

ＡＡ クマは5月～11月頃、早朝・夕方や霧の深い日に活
発に動き回っているよ。普段から予防策をとり、万が
一遭遇した時の対処法を知っておこう。

今号の表紙 +１枚 今日からピカピカの１年生

　４月６日、新和・小友・三
和の３つの小学校が統合し
て開校した新和小学校（青
女子字桜苅）に、23 人の新
入生が入学しました。新しい
校舎とともに始まった学校
生活に、緊張しつつも嬉しそ
うな表情の新１年生たち。こ
れからの成長が楽しみです。

　弘前の魅力を切り取ったインスタグラムの投稿
写真をいくつか紹介します。
　あなたも弘前の「いいかも !!」と思う魅力を見
つけて、写真を投稿しませんか？
　ハッシュタグ#ecomeonhirosakiをつけ
て緑芽吹く景色や街の風景を投稿してください。
投稿された写真は、市公式インスタグラムや広報
ひろさきで紹介することがあります。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎ 40-0494）

@saeki87kg

@taisan1956@syuon_aa

市 公 式 イ ン ス タ グ ラ ム
「 い い か も !! 弘 前 」
（@e_comeonhirosaki）

　市役所に寄せられた市民の皆さんの声などをもとに、身近な疑問の
解決方法やくらしに役立つ情報をたか丸くんが紹介します。

　クマのほか、シカ、アライグマな
どの害獣の目撃情報は、農村整備課
までお寄せください。詳しくは市ホー
ムページ（トップページ→農業・商
工業・観光→農業情報→有害鳥獣対
策）で確認を。

クマの被害にあわないためにクマの被害にあわないために
クマが動き回る時間帯に山に入らない
クマの出没地域に近寄らない
鈴やラジオで音を出しながら歩く
遭遇したら静かにゆっくり後ろに下がる

（子グマにも近づかない！近くに親グマがいます）

遭遇したら
背中を見せずに

離れよう！

■問い合わせ先　農村整備課（☎
40-4155）

交通安全パレード

春 の交通安全運動を前に、交通安全対策連絡会
によるパレードが開催されました。弘前南高

校吹奏楽部によるさわやかな演奏に合わせて、市民
と行政が一丸となって交通安全を呼びかけました。

４月６日　市民会館（下白銀町）～市民中央広場（元寺町）
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協賛・ボランティアを募集中
　弘前城薪能の開催に協賛していた
だける協賛企業・団体・個人のほか、
公演の運営を手伝ってくださるボラ
ンティアスタッフを募集しています。

　今夏、市民・文化団体・地域企業・
行政が力を合わせ、藩政時代から弘
前でも親しまれてきた日本の伝統芸
能、能・狂言の公演を開催します。
▼とき　７月 10 日（土）、開場…
午後４時 30 分／開演…午後５時
45分／終演…午後８時20分
▼ところ　弘前城植物園（下白銀町）
※雨天時は市民会館で開催。
▼観覧料
Ｓ席 7,000 円
Ｓ席
親子優先席

大人 5,000 円
大学生以下 2,000 円

Ａ席 一般 5,000 円
大学生以下 2,000 円

晴天時観覧席 一般 2,000 円
大学生以下 1,000 円

※全席指定／ S・A席当日券は各
500円増／未就学児の入場はご遠慮
ください／晴天時観覧席は晴天時に
当日券のみ販売します／当日券は公
演会場のみで販売します。
▼チケット販売所　ローソンチケッ
ト（Lコード 22349）、弘前芸術鑑
賞会、さくら野弘前店、中三弘前店、
まちなか情報センター、ヒロロ１階
インフォメーション、アップルウェ
ーブ、市立観光館、弘大生協シェリ
ア・フェリオ
※Ｓ席親子優先席はヒロロのみで販
売します。
　詳しくは公式ホームペ
ージ（右記QRコード）
でご確認ください。
■問い合わせ先　弘前城薪能実行
委員会事務局（文化振興課内、☎
40-7015）

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、公演が急遽中止
となる場合があります。
※来場の際は感染症対策にご協力ください。
※本公演は自治総合センターの令和３年度コミュニティ助成事
業（宝くじの受託事業収入を財源として実施する宝くじの社会
貢献広報事業）として、宝くじの助成金を活用して開催します。

　市の文化を次の世代が引き継ぐために、本公演では文化の魅力に
触れる機会を創出します。
　また、県内主要メディアを通じた市内大学の学生による公演ＰＲ
事業や、公演運営へのボランティアの参加など、若い世代が伝統芸
能に触れやすい環境づくりに取り組みます。

　武家のたしなみとして江戸時代に諸国に広まった能楽を、弘前藩の
歴代藩主は愛し、能楽流派の活動を手厚く庇護しました。
　弘前城本丸に能舞台が築かれた1674（延宝２）年、「お能初め」
が開催され、藩主や武士のほか医者や町民も観覧しました。その伝統
は300年以上たった現代まで受け継がれ、市内では観世流・宝生流・
喜多流の３流派が今も活動を続けています。

　弘前城二の丸辰巳櫓を背景に、揺らめく薪の炎が闇夜に能舞台を浮か
び上がらせます。その舞台上では、鋭い能管（横笛）の音色や会場を包
む鼓の響きとともに、華美な衣装をまとった演者による幽玄な舞が披露
されます。
　今回の公演では、２つの能と１つの狂言を上演します。能演目では、
精霊や亡者の霊が現世の人の前に現れ、胸に秘めた愛、悲しみの感
情や思い出を語ります。狂言演目は能演目の間に上演され、能とは
異なりこっけい味を描いた喜劇を演じます。

今月の
納税

納期限

５/31（月）
納税には便利な口座振替を
ぜひご利用ください。

固定資産税　第１期
軽自動車税（種別割）　全期


