
1広報ひろさき　２０２１.７.１5

お知らせ版

「広報ひろさき」録音版の配布を希望する人は
 障がい福祉課（☎40-7036）まで。

「広報ひろさき」をアプリで読めます！
「マチイロ」で検索（iOS・Android 対応）

No.370

市民の皆さんへ市民の皆さんへ

新型コロナウイルス新型コロナウイルス
ワクチンワクチンのお知らせのお知らせ

　　療機関の窓口混雑緩和にご協力ください。医

予約方法について予約方法について

集 団 接 種集 団 接 種

①接種対応医療機関一覧（※）また
は市ホームページ（QR コード）
で確認してください。
※各家庭に配布しています。

②医療機関へ直接電話で予約して
ください。

▲接種対応医
療機関一覧へ

鳴海病院（品川町）での接種
１回目接種希望日の直近の日～水曜日に、電
話かインターネットで予約をしてください。

毎週
土曜日 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）へ
※かけ間違いに注意してください。土曜日は休み。
▼予約受付　日曜日・祝日…午前９時～午後５時
　　　　　　月～水曜日…午前９時～午後８時

市ホームページ「集団接種のお知らせ」
または QR コードから
※予約する人のメールアドレスが必要。
▼予約受付
日曜日の午前９時～水曜日の午後８時

■接種手続きなどに関する相談窓口　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、日曜日・祝日の午前９時～午後５時〈土曜日は休み〉）

電
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ー
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１回目接種日 ２回目接種日 予約受付期間

７月 31 日 ８月 21 日 ７月 25 日～ 28 日

８月７日 ８月 28 日 ８月１日～４日

８月 14 日 ９月４日 ８月８日～ 11 日

ワクチン接種は、接種希望場所
に応じた事前予約が必要です。
※市役所・各出張所窓口での予
約はできません。

※6月 21日（月）から、新型コロナウイルスワクチン接種対策室は市役所３階に移転しました。

予約には次の情報が必要です　①氏名・住所　②生年月日　③接種券番号（10桁の数字）
※予約は代理の人でも可能です。鳴海病院への窓口や電話での予約はできません。

　家族などグループ単位で予約することによ
り、それぞれの年齢に応じた予約開始日より
も早期に予約が可能です。
　例えば、親子で予約する場合、子どもの年
齢に関わらず、両親のうち最も高い年齢の人
の予約開始日から予約ができます。
※職場単位での予約も可能。産業医のいる事
業所の従業員は、職場に確認してください。

「かかりつけ医がない」
「身近に接種実施医療機関がない」などの場合は…

毎週
日～水曜日

グループ単位の予約にご協力くださいグループ単位の予約にご協力ください

日曜日の午前９時～水曜日の午後８時
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子育て世帯を
支援します 子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症に
よる影響が長期化する中で、子
育て世帯の生活を支援する観点
から、支給対象の人は、子育て
世帯生活支援特別給付金を受け
取ることができます。ただし、
ひとり親世帯分の給付金を受け
取った人は除きます。
▼支給額　児童1人につき5万円
▼支給対象者　平成 15 年 4月 2日（特別児童
扶養手当の対象児童の場合は平成13年4月2日）
から令和 4年 2月 28 日までに生まれた児童を
養育する人で、次のいずれかに該当する人
①令和 3年 4月分以降の児童手当または特別児
童扶養手当を受給する人で、令和 3年度住民税
均等割額が非課税の人
②平成 15 年 4月 2日～平成 18 年 4月 1日生
まれの児童のみを養育する人で、令和 3年度住
民税均等割額が非課税の人
③令和 3年度住民税が課税されている人で、令
和 3年 1月以降の収入が新型コロナウイルス感
染症の影響により急変し、住民税均等割額が非課
税相当の収入見込みとなる人
※ 1人の児童について、対象者の要件に該当し
ている人が複数いる場合は、直近で児童を養育し
ている人を優先します。

▼申請が必要な人
申請不要…①に該当する人
申請必要…②または③に該当する人／①のうち特
別児童扶養手当受給者を除く、令和 3年 4月分
の児童手当が所属庁から支給された公務員
▼申請に必要な書類
〇申請者の身分証明書（マイナンバーカード〈表
面〉、運転免許証、健康保険証等）の写し
〇受取口座となる通帳やキャッシュカードの写し
〇児童の住所が市外にある場合は、その世帯の住
民票
〇③に該当する人は、申請者および配偶者の令和
３年１月以降の任意の1カ月分の収入（給与収入、
事業収入、不動産収入、年金収入）がわかるもの
▼申請期限　令和４年３月15日（火）
▼支給日
〇申請不要の人のうち、
❶令和 3年 1月１日時点で弘前市に住民票があ
る人…７月９日（金）に児童手当または特別児童
扶養手当の受給口座に支給済み
❷令和３年１月２日以降に弘前市に住民票を移し
た人…課税状況を確認した上で順次支給予定
〇申請が必要な人…申請してからおおむね 3週
間以内
■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）

あなたの力を
市政のために

▼募集人員　１人
▼報酬月額　20万 5,664 円
▼雇用期間　10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。
▼勤務時間　午前８時30分～午後４時15分
▼勤務場所　福祉総務課（市役所1階）
▼応募条件　主任介護支援専門
員の資格を所持していること／
普通自動車運転免許を取得して
いること／ワード・エクセル等
の基本的なパソコン操作ができ
ること
▼休日　土・日曜日、祝日、年末年始

▼申し込み方法　７月30日（金・必着）までに、
市販の履歴書に顔写真を貼付の上、必要事項を記
入し、①介護支援専門員証の写し、②主任介護支
援専門員研修修了証明書等の写し、③これまでの
実務経歴や研修講師経歴を含んだ志望動機書（志
望動機書は書類選考の採点項目となるため必須）、
④運転免許証の写しの各一部を同封の上、郵送
または持参で福祉総務課指導監査係（〒 036-
8551、上白銀町1の 1）へ。
※募集要項は市ホームページにも掲載。
■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…福
祉総務課指導監査係（☎40-7112）

介護サービス事業所等の指導監査業務に従事する
会計年度任用職員を募集

2

要件を確認の上
申請してください

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化して
いることに伴い、社会福祉協議会による緊急小口
資金等の特例貸付の申請期限が延長されてきまし
た。一方で、貸付限度額に達している等の理由で
特例貸付を利用できない困窮世帯があることか
ら、このような世帯に対して就労による自立を図
るため、また、それが困難な場合は生活保護制度
の利用につなげるため、「新型コロナウイルス感
染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
▼支給を受けるための要件等　以下の全てに該当
する人が支給対象となります。
１．社会福祉協議会からの総合支援資金の利用状
況が次の（１）～（４）のいずれかに該当する人
（１）再貸付の最終借入月が令和３年６月以前で
ある／（２）再貸付の最終借入月が令和３年７月
または８月である／（３）再貸付の申請をしたが
本自立支援金の申請日以前に不決定となった／
（４）自立相談支援機関に相談したが支援を受け
ることができず、本自立支援金の申請日以前に再
貸付の申請ができなかった
２．世帯の生計を主として維持している人
３．原則として、申請日の属する月における、申

請者および当該申請者と同一の世帯に属する人の
収入を合算した額が表１の額以下であること
４．本自立支援金の申請日における申請者および
当該申請者と同一の世帯に属する人の有する金融
資産（預貯金および現金）の合計額が表１の額以
下であること
５．次の（１）または（２）に該当する人
（１）公共職業安定所に求職の申し込みをし、期
間の定めのない労働契約または期間の定めが６カ
月以上の労働契約による就職を目指し、①～③に
掲げる求職活動を全て行うこと。
①月１回以上、自立相談支援機関の面接等を受け
る／②月２回以上、公共職業安定所で職業相談等
を受ける／③原則週１回以上、求人先へ応募を行
うまたは求人先の面接を受ける
（２）生活保護を申請し、当該申請に係る処分が
行われていない状態にあること
６．職業訓練受講給付金を申請者および当該申請
者と同一の世帯に属する人が受給していないこと
７．生活保護制度を申請者および当該申請者と同
一の世帯に属する人が利用していないこと
８．偽りその他不正な手段により再貸付の申請を
行っていないこと
９．申請者と同一の世帯に属する人のいずれもが
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律」第２条第６号に規定する暴力団員でないこと
▼支給額　単身世帯…月額６万円、２人世帯…月
額８万円、３人以上世帯…月額10万円
▼支給期間　申請月から３カ月間
▼申請期限　８月31日（火）
■問い合わせ・申請先　ひろさき生活・仕事応
援センター（ヒロロ〈駅前町〉３階、☎ 36-
3776、☎ 38-1260〈電話で予約の上、来所を〉）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
生活困窮世帯への新たな支援について

世帯人数 収入要件 資産要件
１人 10.8 万円以下 46.8 万円以下
２人 15.1 万円以下 69.0 万円以下
３人 17.9 万円以下 84.0 万円以下
４人 21.4 万円以下

100.0 万円以下

５人 24.8 万円以下
６人 28.4 万円以下
７人 32.2 万円以下
８人 35.5 万円以下
９人 38.4 万円以下
10人 41.3 万円以下

表１

　上下水道部では、12月末まで
の間、市内全域を対象にした漏水
調査を行います。
　身分証明書および腕章などを携
行した委託業者や市職員が、各家
庭の敷地内に取り付けられている
メーターや止水栓から漏水音を聴
く調査を行います。敷地内へ立ち

漏水調査を
実施します

入ることがありますので、ご協力
をお願いします。詳しくはお問い
合わせください。
▼調査時間
日中…午前８時 30分～午後５時
夜間…午後９時～午前６時
■問い合わせ先　上下水道部上水
道施設課（☎88-8929）
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「被保険者証」の更新
　被保険者証を持っている人に、８月から使用す
る新しい被保険者証を７月下旬に郵送します。届
いたら記載内容を確認し、期限の切れた被保険者
証は破棄するか返還してください（郵送可）。
※令和２年中の所得状況によって、８月１日から
医療機関窓口での自己負担割合が変わる場合があ
ります。／新しい被保険者証の有効期限内であっ
ても、所得や世帯構成の変更、国による自己負担
割合の見直し（令和４年 10月以降を予定）など
により自己負担割合に変更が生じた場合には、改
めて更新されます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「限度額適用認定証」の更新
　被保険者で住民税非課税世帯の人は、医療機関
の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払
いが高額療養費の自己負担限度額までとなり、入
院時には食事代が減額されます。また、被保険者
で同じ世帯に住民税課税所得金額が 145万円以
上 690万円未満の被保険者がいる人は、医療機
関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、
１つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養
費の自己負担限度額までとなります。
　現在、これらの認定証を交付されている人で、
所得状況等によって引き続き認定される人には、
8月から使用する新しい認定証を７月下旬に郵送
します（更新手続きは不要）。新たに認定証の交
付を希望する人は、被保険者証と印鑑、個人番号
がわかるもの（通知カードまたは個人番号カード）
を持参の上、窓口で手続きしてください。

令和３年度の保険料について

【令和３年度保険料の軽減措置について】
①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、均等割額の軽減が受けられます。
令和３年度は次のとおりです（今年度から変更に
なりました）。

※ 1 給与所得者等（給与所得を有する人または、公的年金等に
係る所得を有する人が２人以上いる世帯に適用）

②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。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。
／世帯の所得が低い人は、より高い均等割額の軽
減（７割軽減）が受けられます。

保険料の減免等について
　災害や失業など特別な事情によって納付が困難
な場合や、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場
合は、申請によって保険料の減免等が認められる
ことがあります。

■問い合わせ・申請先　国保年金課後期高齢者医療係（〒036-8551、上白銀町１の１、市役所１階、
☎40-7046）／岩木・相馬総合支所民生課窓口

後期高齢者医療制度についてのお知らせ各種申請は
お早めに

〔所得割率〕

均等割額
被保険者全員が
納める額

４万 4,400 円

所得割額
所得に応じて
納める額

基礎控除後の所得
（※１）× 8.30％

保険料額
限度額64万円＋ ＝

（※１）… 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎
控除額（43万円）を差し引いた額。

令和２年度
世帯の所得額
の合計 軽減割合

33万円以下 7.75 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
の他の各種所
得がない）

７割

33万円＋（28.5
万円×被保険
者の数）以下

５割

33万円＋（52
万円×被保険
者の数）以下

２割

令和３年度
世帯の所得額
の合計 軽減割合

43 万円＋ 10
万円×（給与所
得者等〈※１〉
の数－１）以下

7 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

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

IT導入の費用等を
補助します

　市内製造事業者の生産性向上およ
び安定化、業務効率化を図るため、
ＩＴツールを導入する際の費用また
はＩＴ人材の雇用・育成に要する経
費を支援します。
▼対象者　次のいずれにも該当するもの
①製造事業者
②市内に事業所を有する中小企業者
▼対象事業・経費
（ア）ＩＴツール導入事業（ＩＴツールの導入経
費〈小売に係るものを除く〉）…①専用ソフトウェ
ア購入費、②システム構築費、③委託費
（イ）ＩＴ人材雇用・育成事業（ＩＴ人材を採用
する経費または従業員のＩＴスキル向上に係る

研修等の受講または実施に要す
る経費）…①広告費、②手数料、
③研修費、④講師謝金、⑤旅費、
⑥会場費
▼補助金額　補助対象経費（ア）（イ）の合計額
の２分の１以内（上限100万円）
▼募集期間　随時（先着順、予算額に達した時点
で受付終了）
　制度の概要および交付申請書は市
ホームページ（ＱＲコード）からダウ
ンロードできます。
■問い合わせ・申請先　産業育成課産業振興係（市
役所５階、☎ 32-8106、E メール sangyo@
city.hirosaki.lg.jp）

令和３年度製造業ＩＴ導入事業費補助金のお知らせ

　市では、がん検診の受診を促進し、がんの早期
発見・早期治療につなげるため、がん検診の無料
クーポン券を７月中に発送します。対象者は以下
のとおりです。詳しくはクーポン券に同封するお
知らせをご覧ください。
▼対象者
◎子宮頸がん…21歳（平成 12年 4月 2日～平
成 13年 4月 1日生まれ）の女性全員
◎乳がん…41 歳（昭和 55 年 4 月 2 日～昭和

56年４月１日生まれ）の女性全員
※いずれも4月21日以降弘前市に転入した対象
者には、前住所地の市区町村よりクーポン券が発
行されます。前住所地の市区町
村からクーポン券が届いた人は、
当市のクーポン券との交換が必
要ですので、お問い合わせくだ
さい。
■問い合わせ先　健康増進課（☎37-3750）

無料でがん検診が
受けられます がん検診無料クーポン券送付のお知らせ

　市のスポーツ指導員が市
内の企業を訪問し、運動教
室を開催します。運動習慣
を身につけて、健康寿命の
延伸や元気な職場づくりに
取り組んでみませんか。

▼申し込み方法　８月 16日（月・必着）ま
でに、Ｅメール（企業名・所在地・担当者名・
運動スペースの確保の可否を記入）で申し込
みを。
▼募集企業数　２～３社程度（応募多数の場
合は調整）
　運動教室は年間３～４回程度で、１回当た
り約 30分を予定。運動教室は事業所内の会
議室などで行うことを想定していますが、事
務室内でも対応可。詳しくはお問い合わせく
ださい。
■問い合わせ・申込先　スポーツ振興課（☎
40-7115、E メール sportshinkou@city.
hirosaki.lg.jp）
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▼講師　横澤放川さん（俳句結
社「森の座」代表）
▼定員　50人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼入場料　無料
▼申し込み方法　７月 21 日
（水）から電話または郷土文学
館窓口で申し込みを。
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

　9 月までの毎月第 4土曜日
に夜間開園を行います。ライト
アップした幻想的な空間で庭園
を散歩してみませんか。
▼とき　７月24日（土）
　　　　午後5時～ 8時
▼ところ　洋館（藤田謙一資料
室）、高台部、低地部
▼入園料　大人＝ 320 円、子
ども＝100円
※会議室は別途料金が必要／詳
しくは問い合わせを。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

【動物さんのもぐもぐ観察】
▼とき　７月25日（日）
　　　　午前11時 30分～
▼対象　動物広場入場者
▼参加料　無料（ただし動物広
場入場料が必要）
※事前の申し込みは不要。

【Summer スクール「飼育員
のお仕事体験」】
　動物広場にいる動物さんのお
世話をする体験ができます。1
日飼育員になろう！
▼とき　７月31日（土）
の午前9時～午後2時
※現地集合・解散。
▼体験内容　動物さんのごはん
の準備・お部屋清掃など

藤田記念庭園夜間開園

弥生いこいの広場の催し

●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

午後４時、火曜日は休み、8月
10 日〈火〉～ 15 日〈日〉は
メンテナンスのため休み）

　工芸作品の展
示や食器・イン
テリア雑貨の販
売会です。
▼とき　７月 20 日（火）～
25 日（日）の午前 10 時～午
後４時（25日は午後３時まで）
▼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 北 洋 硝 子（ ☎ 017-782-
5183）

【第４回文学忌「葛西善蔵」】
▼とき　７月 23 日（金・祝）
～29日（木）
※忌日の７月 23 日は無料開
館。
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）１階ロビー
▼内容　葛西善蔵（ぜんぞう）
に関する特別展示
▼観覧料　高校生以上＝ 100
円／小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・
中学生や外国人留学生、市内外
の障がい者、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。

【第 45 回企画展「生誕 100
年　成田千空展」記念講演会】
▼とき　８月21日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　市立観光館（下白銀
町）多目的ホール
▼テーマ　「成田千空　―風土
を超えるもの」

津軽びいどろ
夏これくしょん企画展

郷土文学館の催し

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

【写真展～燦（さん）たる青森】
▼とき　７月 18日（日）～８
月１日（日）
▼写真家　対馬慎太郎さん（岩
木地区地域おこ
し協力隊）
▼観覧料　無料

【絵本づくり教
室】
▼とき　７月24日（土）
　　　　午後１時～３時
▼講師　ささやすゆきさん（絵
本作家）
▼体験料　1,800 円（飲み物
付き）
※事前予約制／詳しくは問い合
わせを。
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、午前９時～

鳴海要記念陶房館の催し

▼対象　小学校４年生以上の市
民＝15人（先着順）
※７月 15日（木）の午前９時
から申し込み開始。
▼参加料　500 円（豚汁、ジ
ュース代含む）
※動物広場の入園料は不要。
▼持ち物　おにぎり、飲み物、
タオル、着替え、帽子、長靴、
ゴム手袋、敷物

【カブトムシ GET だぜ !】
　ミッションを達成してカブト
ムシをゲットしよう !
▼とき　８月１日（日）
の午前10時～正午
▼参加料　無料
※動物広場に入園する場合、入
園料が必要となります。
▼参加方法　ハイランドハウス
前で先着 50人に配布するミッ
ションカードのミッションを達
成してください。
※雨天中止／ミッションカード
が無くなり次第受け付け終了。

【動物観察と動物さんのごはん
容器作り体験】
　フィーダー（動物さんのごは
ん容器）を作って動物さんが食
べている様子を観察しよう！
▼とき　８月７日（土）、集合
＝午前10時、解散＝午後3時
※現地集合・解散。
▼対象　小学生＝20人（先着順）
※7月 15日（木）から申し込
み開始。
▼参加料　500円（当日徴収）
～共通事項～
▼ところ　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）
■■問問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

【夏の企画展「お殿様たちの刀
剣」と関連イベント】
　夏の企画展を開催中です。
▼夏の企画展観覧料　一般＝

高岡の森弘前藩歴史館の催し

300 円／高校・大学生＝ 150
円／小・中学生＝100円
※ 65歳以上の市民、市内の小・
中学生や外国人留学生、市内外
の障がい者、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。
【関連イベント】
①抜刀（ばっとう）道演武
▼とき　７月 31 日（土）、午
前10時 30分～ 11時 30分
▼内容　真剣（日本刀）を使っ
ての抜刀術の演武と据物（すえ
もの）斬り

②古武道演武
▼とき　８月９日（月・振休）、
午前10時30分～11時40分
▼内容　青森県に伝わる古武道
六流派による演武
※古武道六流派…「卜傳（ぼく
でん）流剣術」、「當田（とうだ）
流剣術」、「小野派一刀流」、「當
田流棒術」、「林崎新夢想流居
合」、「八戸藩伝神道無念流居合」
～共通事項～
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）屋外
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼その他　駐車場は高照神社境
内駐車場の利用を。天候などに
よって中止の場合があります。
■■問問高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

【恋愛・友人関係を心理学する】
　恋愛関係や友人関係など、親
密な関係はかけがえのないもの
ですが、同時に対立や悩みもも

高校生のためのワークショップ

たらします。大学生も一緒に参
加するグループワークで、楽し
み・悩みを共有し、心理学から
見た関係性について考えます。
▼とき　７月31日（土）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼講師　古村健太郎さん（弘前
大学人文社会科学部准教授）　
▼対象　市内在住の高校生・市
内の高校に通学する高校生＝
30人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月 28 日
（水）までに電話またはEメー
ル（氏名・学校名・学年・電話
番号を記入）で申し込みを。
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.h irosaki .
lg.jp）

【温泉のススメ～知って楽しむ
津軽の温泉～】
多様な温泉文

化を形成してい
る津軽の温泉の
泉質と特徴、効果的な入浴方法
などを学びます。
▼とき　８月１日（日）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階大会議室
▼講師　鎌田祥史さん（温泉ソ
ムリエマスター）
▼対象　市民＝40人（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　７月 29 日
（木）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）

現代セミナーひろさき
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●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
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【津軽カタリスト夏の定期公演】
　夏にまつわる作品を特集した
朗読劇ステージです。
▼とき　８月９日（月・振休）
　　　　午後２時～３時20分
▼ところ　太宰治まなびの家
「旧藤田家住宅」（御幸町）
▼上演作品　『雀』、『庭』、『た
ずねびと』など全５作品
※ YouTube でのライブ配信
は、右記QRコード
から見ることができ
ます（視聴にかかる
通信料は自己負担）。
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要／弘前
厚生学院（御幸町）の駐車場が
利用できます。
■■問問津軽カタリスト（平田さん、
☎090-3123-3861）
※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。

　手ぬぐいや扇
子を使って、そ
ばを食べたり刀
を抜いたりする
仕草や、裏方で
の出囃子の太鼓
を叩く体験をし
ます。さらに、
色物（漫才や曲芸など）も出演
し、寄席さながらの雰囲気を体
感できます。
▼とき　８月14日（土）、
ワークショップ＝午後２時～２
時 50分、落語会＝午後３時～
４時
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼対象　市内の学校に通う小学
校４年生～中学校3年生とその

笑おう！体験しよう！
親子落語ワークショップ

保護者＝25組 50人（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　８月 10 日
（火）までにファクス（住所・
氏名〈生徒および保護者〉・学
校名・学年・電話番号を記入）
で申し込みを。
■■問問 弘前芸術鑑賞会（☎ 40-
4082、■■ＦＦ 40-4861、平日の
午前11時～午後５時）

　さまざまな
アートを一度
に体験できる
イベントの参
加者を募集し
ます。
▼とき　８月22日（日）
　　　　正午～午後３時30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　生け花体験、琴の演奏
体験、絵画体験、書道体験、日
本舞踊体験など
▼対象　市内の小・中学生＝
100人（保護者同伴可）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月４日（水・
必着）までに、はがき、ファク
ス、Eメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・学校名・学年・保護
者氏名・電話番号を記入）で申
し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定
／参加の可否は後日案内を郵送
します／体験内容などの詳細は
中央公民館ホームページ
（http://www.city.hirosa
ki.aomori.jp/chuokominka
n/）で確認を。
■■問問中央公民館（〒036-1313、
賀田１丁目 18 の３、☎ 33-
6561、 ■■ＦＦ33-4490、 ■■ＥＥ chu 
uoukou@city.hirosaki .
lg.jp）

こどもアート体験ひろば
2021 参加者募集

　「頭位松（ずいしょう）」の公
開せん定や推定樹齢500年と
なるイチイの古
木が樹勢回復す
る経過説明など、
樹木のせん定方
法を研修します。
▼とき　7月 24日（土）
　　　　午前10 時～ 11時
▼ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘
沢）
▼講師　三浦利吏さん（三浦造
園、ものづくりマイスター）
▼定員　10 人程度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　帽子、軍手、飲み物、
せん定ばさみ（持参できる人）
■■問問瑞楽園（☎ 55-6806）／三

「頭位松」公開剪（せん）定
と剪定教室

浦造園（■■ＦＦ 95-3705、■■ＥＥ pay
sage@jomon.ne.jp）

　社会参加や他者とのかかわり
に不安を感じる、求職活動の進
め方に悩んでいるなど、就労を
目指す人はどなたでも参加でき
ます。
▼とき・内容　①8月 4日（水）
の午前 10 時～ 11 時 30 分＝
「求人票の見方」、②8月 18日
（水）の午前 10時～ 11時 30
分＝「履歴書作成」、③ 8 月
25 日（水）の午前 10 時～
11時 30分＝「模擬面接」
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室１
▼参加料　無料
▼申し込み方法　7 月 30 日
（金）までに受付窓口（ヒロロ
３階）に直接来所または電話で
申し込みを
■■問問ひろさき生活・仕事応援セン

就労準備セミナー

ター（就労自立支援室内、☎
36-3776）

▼ と き　 ８ 月 ５ 日
（木）・19 日（木）の
午後１時30分～２時 30分
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼内容　下半身に効く、高齢者
向けのやさしいフラダンス
▼講師　田中希生子さん（フラ
スタジオ「モアニ」主宰）
▼対象　65歳以上の市民＝各
回12人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　タオル、飲み物、動
きやすい服装
▼申し込み方法　８月５日（木）
開催分は７月20日（火）から、
８月 19日（木）開催分は８月
３日（火）から申し込みを。
■■問問 温水プール石川（☎ 49-
7081）

いやしのフラダンス教室

 教室・講座

【お茶会ガーデン喫茶】
▼とき　８月７日（土）・８日（日・
祝）の午前10時～午後４時
▼ところ　公開武家住宅「旧岩
田家住宅」（若党町）
▼定員　１日25人程度（先着順）
▼参加料　200 円（お茶、お
菓子代として）

【子ども武家屋敷住宅キット
工作講座】
▼とき　８月７日（土）・８日
（日・祝）の午前10時～正午
▼ところ　公開武家住宅「旧笹
森家住宅」（若党町）
▼対象　小学生＝
１日20人程度（先
着順）
▼参加料　無料

【武道演武会】
▼とき　８月８日（日・祝）、
①午前 11時～正午／②午後２
時～３時
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
▼演技者　弘前武術研究稽古会
修武堂会員
▼定員　１回30人程度（先着順）
▼参加料　無料

【仲町地区町並み家並み模型展
示会】
▼とき　８月９日（月・振休）
～11日（水）の午前10時～
午後４時
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
▼参加料　無料
～共通事項～
事前の申し込みは不要。
■■問問弘前市仲町地区伝統的建造物
群保存会（今井さん、■■ＦＦ 32-
9272、■■ＥＥ fumisato@infoao
mori.ne.jp）
※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。

「弘前市仲町地区町並み保存
事業」町並みフェア

太宰治ドラマリーディング

いやしのフラダンス教室

　津軽広域連合では、バスと電車を利用して弘
南鉄道弘南線沿線の美しい文化・歴史、魅力の
ある名所や施設などを巡るツアーを実施します。
▼とき　９月10日（金）
　　　　午前９時～午後３時（雨天決行）
▼集合場所・時間　弘前駅城東口バスプール＝
午前９時／運動公園第一駐車場＝午前９時20分
▼内容　いちご狩り（摘み取りのみ／田舎館
村）、名勝金平成園（黒石市）の見学・散策、
弘南鉄道平賀駅車両基地（平川市）の見学など
▼対象　弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板
柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村に在住の人
＝20人
※大型バス１台、弘南鉄道臨時便を利用／最小
催行人数10人／添乗員が同行。
▼参加料　１人2,500円（昼食、体験料金など
全て含みます）

▼申し込み方法　８月10日（火・当日消印有効）
までに、はがきまたはEメール（郵便番号・住所・
氏名〈ふりがな〉・年齢・電話番号・集合場所を
記入）で日専連旅行センター弘前支店「ふるさ
と探訪バスツアー」係（〒036-8003、駅前町
10 の５、■■ＥＥ hirosaki-5@nissenren-travel.
com）へ申し込みを。
※１通の応募で２人まで申し込み可（２人目の
情報の記入を）
▼その他　応募者多数の場合は抽選で決定（初
めて参加する人を優先）し、当選者にのみ当日
の日程等を８月20日（金）に郵送で通知。
※参加日前14日間の体調などを記入する参加
チェックシートの提出が必要／詳しくは津軽広
域連合ホームページ（http://tsugarukoiki.
jp/）で確認を。
■■問問日専連旅行センター弘前支店　（☎36-4649）

ふるさと探訪バスツアー参加者募集ふるさと探訪バスツアー参加者募集
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　くずし字の基本を学んで、一
緒に古文書のワンダーランドを
探検しに出かけましょう。
▼とき　①８月７日、②８月
21 日、③９月４日、 ④９月
11日（いずれも土曜日）の午
前10時～正午
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階会議室
▼講師　渡辺麻里子さん（大正
大学文学部教授）
▼対象　小学生以上の市民（古
文書初心者）＝ 12人程度（先
着順）
▼参加料　300円（資料代）
▼申し込み方法　電話かファク
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）で申し込みを。
■■問問図書館・郷土文学館運営推進
室（☎32-3794、■■ＦＦ 36-8360、
■■ＥＥ tosho@city.hirosaki.
lg.jp）

　日常でよく使われる
あいさつなどの手話単
語や指文字、「聞こえな
いこと」について学ぶ
初級の手話講座です。
▼と き　８月 14 日・28 日、

チョー初心者のための
くずし字講座

初めて手話を学ぶ人の
ための体験講座

９月４日・18 日・25 日（い
ずれも土曜日・全５回）の午後
１時30分～３時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼対象　県内在住の 16歳以上
の人＝10人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月 30 日
（金）までに、「中弘地区手話講
習会希望」と明記してはがきか
ファクス（住所・氏名・連絡先
を記入）で申し込みを。
■■問問青森県聴覚障害者情報センタ
ー（〒030-0944、青森市筒井
字八ツ橋76の9、☎017-728-
2920、■■ＦＦ 017-728-2921）

▼とき　８月 21日（土）の①
午前 10 時～ 11 時、②午前
10時～ 11時 30分
▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼講座名　①絵本の読み聞かせ
講座、②心理学入門～良い人間
関係を築くヒント～
▼対象　①高校生＝ 20人、②
高校生以上＝20人
▼受講料　無料
▼申し込み方法　８月 14 日
（土）までに、ホームページ、
Eメールまたはファクス（希望
講座名・氏名・住所・電話番号
を記入）で申し込みを。

柴田学園大学短期大学部
公開講座

※応募多数の場合は抽選で決定
／受講する人には、はがきで受
講票を送りますので当日持参を
／出前講座も行っています。詳
しくはホームページの確認を。
■■問問柴田学園大学短期大学部（☎
32-6151、 ■■ＦＦ 32-6153、 ■■ＥＥ
jc_chibunsen@shibata.ac.jp、
■■ＨＨ https://jc.shibata.ac.jp/）

　できるだけ水の使用を控えた
環境に優しい染めの技法でお気
に入りの布製品をオリジナルに
リメイクしてみませんか。
▼とき　①型紙作り＝８月21
日（土）の午前9時30分～正午、
②藍染めの体験＝８月 28日
（土）の午前９時30分～正午
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼講師　齊藤サツ子さん（青森
県環境パートナーシップセンタ
ー会員）
▼対象　小学校５年生以上＝
10人
※①と②の 2日間参加できる
人が対象／小学生の参加は保護
者の同伴が必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　藍で模様を入れたい
木綿製品（ハンカチ、布製バッ
グなど）
▼申し込み方法　８月６日（金・
必着）までに往復はがき（教室
名・住所・氏名・年齢・電話番

藍染め体験教室

号を記入）で申し込みを。
※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、８月 13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/kankyo
seibi/plaza/) で確認を。
■■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〈祝日の場合は翌日〉は休み）

　学ぶ市民のための
パソコン講座です。

【ワード 2019 活用
による名刺作成講座】
▼とき　８月24日（火）・31
日（火）の午前10時～午後３時
※２日間で１セットの講座です。
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　ワープロソフト（ワー
ド2019）を使用した名刺作成
※ワード 2019 以外のバージ
ョンを使っている人は操作方法
が異なりますので、ご注意くだ
さい。
▼対象　文字入力およびキーボ
ード・マウスの操作（ウィンド
ウズの基本操作）ができる市民
＝16人

市民ボランティアによる
パソコン講座

▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、USB な
どのメモリ、昼食
▼申し込み方法　７月 18 日
（日）以降に、電話か学習情報
館窓口で申し込みを。
■■問問学習情報館（総合学習センタ
ー内、☎26-4800）

【パソコン講習会（個別指導）】
▼とき　９月 13 日（月）～
12月 13日（月）（全34時間）
▼ところ　パソコンスクール
ＪＯＹ（松ケ枝３丁目）
▼定員　10人

【調剤薬局事務講習会】
▼と き　９月 16 日～ 10 月
28日の毎週火・木曜日
▼ところ　アプリーズ（表町）
４階ニチイ学館弘前教室
▼定員　10人

【調理師試験準備講習会】
▼とき　９月６日（月）・７日（火）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼定員　本年度の調理師試験の
受験申し込みをした人＝４人

【介護職員初任者研修】
▼ と き　９月 27 日～ 12 月
27日の毎週月・水曜日
▼ところ　アプリーズ（表町）
４階ニチイ学館弘前教室
▼定員　若干名
～共通事項～
▼対象　ひとり親家庭の親、子、

ひとり親家庭等就業支援
講習会

寡婦（全日程に参加できる人）
▼受講料　無料（ただし教材費、
受験料は自己負担）
▼申し込み方法　８月 13 日
（金）までに、申込書に写真（縦
４cm ×横３cm）を貼付し、
こども家庭課へ提出を。
※申込書はこども家庭課で配布
しています／申し込み多数の場
合は抽選で決定。
■■問問こども家庭課（☎40-7039）

　青森県視覚障害者情報センタ
ーでは、視覚に障がいのある人
に、録音図書を貸し出ししてい
ます。専用の再生機（プレクス
トーク）やパソコン、スマート
フォン等の情報機器で聞くこと
ができる録音図書で、読書を楽
しんでみませんか。
▼とき　８月 26 日（木）、午
前 10 時～午後３時（1人 30
分から 1時間程度）
▼ところ　障害者生活支援セン
ター（土手町）
▼内容　プレクストークや音声
パソコンの体験
▼対象　市内または近隣市町村
に住んでいる視覚障がいの身体
障害者手帳を持っている人＝５
人程度
▼申込期限　７月30日（金）
■■問問青森県視覚障害者情報センタ
ー（☎017-782-7799）

視覚障害者情報機器操作
講習会

有 料 広 告 有 料 広 告

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　167,394人
 　男  　  76,556人 　男  　  76,556人
 　女 　女 　    　   90,838人90,838人

令和３年６月１日現在（推計）令和３年６月１日現在（推計）
・世帯数  72,445世帯　・世帯数  72,445世帯　

（-140）（-140）
（-76）（-76）
（-64）（-64）
（-41）（-41）

有 料 広 告有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告
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　市政懇談会は、市民の皆さん
との直接対話の中からさまざま
な提案を出してもらう場とし
て、弘前市町会連合会と市が協
働で開催しています。令和３年
度は千年地区、石川地区、藤代
地区、朝陽地区、二大地区、東
地区、桔梗野地区、三大地区の
８地区で開催する予定でした
が、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止の観点から昨年
度に続き通常開催を中止するこ
とになりました。なお、中止と
なった地区から事前に提案のあ
った案件に対して、各地区に文
書で回答する「書面開催」を８
月以降（予定）に実施します。
■■問問広聴広報課（☎35-1194）

　今年度の敬老大会は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、昨年度に引き続き
中止となりました。ご理解のほ
どよろしくお願いします。
■■問問市社会福祉協議会地域福祉課
（☎33-1161）

　８月１日（日）に開催を予定
していたじょうもん祭りは、新
型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、中止となりま
した。楽しみにしていた人には
申し訳ありませんが、ご理解の
ほどよろしくお願いします。
■■問問文化財課（☎82-1642）

市政懇談会通常開催中止（書
面開催）のお知らせ

令和３年度敬老大会中止の
お知らせ

令和３年度「大森勝山じょう
もん祭り」開催中止について

　まちづくり活動の担い手育成
を目的に、地域の事を自分事と
して考え「やりたいこと、やっ
てみたいこと」を企画し、活動
として実践していく「ひろさき
未来創生塾」の第２期生を募集
します。
▼内容　月１～２回程度の講座
や事業の企画立案等を令和５年
３月まで実施
※開校式は８月21日（土）／詳
しくは市ホームページで確認を。
▼対象　市民または市内に通
勤・通学しているおおむね 20
代～ 30代の人＝ 10人程度
▼受講料　無料
▼申し込み方法　７月 28 日
（水）までにＥメールでエント
リーシートの提出を。
※エントリーシートは市ホームペ
ージからダウンロードできます。
▼選考　エントリーシートを審
査し、申し込みをした人全員に
選考結果を通知します。
※面接審査を行う場合あり。
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

　りんご生産現場は、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です。市で
は、非農家出身者の受け入れ体
制の整備を目的に、就農する際
の課題や不安をとりまとめた
「あるある集」を作成するワー
クショップを開催します。
▼とき　７月 28 日（水）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　りんごの家（りんご
公園内、清水富田字寺沢）２階

第２期ひろさき未来創生塾 
塾生募集

非農家出身者「あるある集」
作成ワークショップ参加者
募集

研修室
▼内容　①ゲストトーク（大湯 
長さん・朋恵さん〈大湯ファー
ム〉、永井温子さん）／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　７月 26 日
（月）までに電話で申し込みを。
■■問問非農家「あるある集」作成担
当（農政課内、☎40-0767）

　７月 21日～ 31日は夏の交
通安全県民運動期間です。夏期
は子どもや高齢者、自転車利用
中、飲酒運転による交通事故が
多発しています。私たち一人ひ
とりが道路の安全な通行を心掛
け、悲惨な交通事故をなくしま
しょう。
▼運動の重点
①子どもと高齢者
をはじめとする歩
行者の安全の確保
と安全運転意識の
向上、②自転車の安全利用の推
進、③全ての座席のシートベル
トの着用とチャイルドシートの
正しい使用の徹底、④飲酒・妨
害運転等の危険運転の防止
■■問問地域交通課（☎35-1102）

　岩木図書館開館40周年を記
念し、弘前バッグサークルと共
同製作した、借りた本を入れら
れるトートバッグを販売します。
▼とき　８月７日（土）・８日（日・
祝）、午後１時30分～５時
※売り切れ次第終了。
▼ところ　岩木図書館（賀田１
丁目）入口特設スペース
▼価格　１個1,300円
※限定 50個／１人１個まで。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

夏の交通安全県民運動

図書館用トートバッグ販売

■■問問弘前警察署生活安全課（☎
32-0111）

　市内に法人を設立・設置した
場合や名称・所在地などが変更
となった場合、解散・清算した
場合は、市および県にそれぞれ
届け出が必要です。届出用紙は、
市や県ホームページ（https://
www.pref.aomori.lg.jp/
life/tax/010_02houjin.
html）からダウンロードでき
ます。詳しくは問い合わせを。
■■問問 市民税課諸税係（☎ 35-
1117）／中南地域県民局県税
部課税第一課（☎32-1131〈内
線 228〉）

　雇用保険を受給できない求職
者を対象とした職業訓練の受講
者を募集しています。一定の要
件を満たす受講者には、職業訓
練受講給付金が支給されます。
ぜひお申し込みください。

【パソコン事務基礎科】
▼とき　９月15日
（水）～令和４年１
月14日（金）
▼ところ　キャリ
アスクール・ソフ
トキャンパス弘前
校（土手町）
▼受講料　無料（ただし、テキ
スト代などは自己負担）
▼申し込み方法　事前に弘前公
共職業安定所（南富田町）で受
講手続きを済ませ、８月 20日

法人の設立・異動の届け出を
お忘れなく

　地域の企業
を訪問し、事
業の体験と従
業員との交流
を通じて、地
域で働くこと
について考え
てみませんか。
▼とき　①８月３日（火）、午
後１時 30 分～４時／②４日
（水）、午前 10時～午後４時／
③６日（金）、午後１時～４時
▼訪問企業　①ラグノオささき
／②マルマンコンピュータサー
ビス／③ワークス
▼内容　事業概要の説明や社
内・工場見学、事業の体験、従
業員との交流
▼対象　市内在住または市内に
通学している中学生・高校生…
①・③＝各10人、②＝ 6人（い
ずれも先着順）
▼申し込み方法　8月2日（月）
までにＥメール（希望企業名・
氏名・学校名・学年・電話番号
を記入）で申し込みを
■■問問企画課ひとづくり推進室（☎
26-6349、 ■■ＥＥ kikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

　青森県警察では、スマートフ
ォン向けの防犯アプリ「まもリ
ン」を配信しています。身近で
発生している声掛け事案や犯罪
情報などを分かりやすく発信し
ている無料のアプリです。皆さ
んの犯罪に対する関心、自主防
犯意識の向上を目的として配信
していますので、ぜひダウンロ
ードして日頃の防犯対策に利用
してください。

企業訪問・体感プログラム
参加者募集

青森県警察防犯アプリ
「まもリン」

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。

内　科
8／1 関医院中津軽診療

所（賀田１）
☎82-3006

8 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

15 伊東クリニック
（元大工町）

☎32-0630

22 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

29 小堀クリニック
（中野２）

☎32-7146

耳鼻いんこう科・眼科
8／8 いくこ耳鼻科クリ

ニック（南瓦ケ町）
☎33-6373

22 のだ眼科・血管内科
クリニック（神田３）

☎33-6611

歯　科
8／1 Ｉ歯科（富士見町）☎32-8511
8 よりみつ歯科クリ
ニック（南城西２）

☎88-6402

9 石岡歯科医院
（松森町）

☎32-1078

15 スクエア歯科
（富田３）

☎39-4180

22 デンタルオフィス
よしだ（早稲田３）

☎26-2525

29 いちむら歯科医院
（取上２）

☎31-0756

◎上記のほか市急患診療所（野田
2丁目、☎ 34-1131）において、
内科・外科・小児科の診療を行っ
ています。
①休日…午前10時～午後 4時
②夜間…午後7時～ 10時 30分
※夜間は内科と小児科のみ診療。
◎休日当番が割り当たっていない
日や、急患診療所の受付時間外は
医療機関紹介電話（☎ 32-3999）
へお電話ください。

（金）までに訓練施設へ受講申
込書の提出を。
■■問問 弘前公共職業安定所（☎
38-8609、音声案内42＃）

その他
AppStore
（iOS）

GooglePlay
（Android）

求職者支援訓練の受講者募集
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●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

　通常１回 400 円のオンデマ
ンド交通を、1人２回まで無料
で利用できます。
▼キャンペーン期間　７月 15
日（木）～９月30日（木）
※無料乗車には電話予約が必要
です／無料乗車後は 1回 400
円で利用可能／支払い方法は
Suica のみ。
▼運行時間　午前８時 30分～
午後５時30分
※予約受け付けは利用当日の午
前８時～午後５時。
▼利用方法　予約専用電話（☎
080-8607-0788）へ「無料
乗車キャンペーンで」と伝えて
予約を。
※詳しくは市ホームページで確
認を。
■■問問東日本旅客鉄道（☎ 0120-
012-705、午前９時～午後５時）

【「青森県自転車の安全な利用等
の促進に関する条例」が制定】
　青森県では、令和３年３月に
条例を施行し、７月１日から自
転車保険等への加入が努力義務

市民限定『オンデマンド交通
無料乗車キャンペーン』

自転車保険に加入を

　結婚を希望する独身男女の休
日会員登録会を開催します。
▼とき　７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〉）

　法定相続情報証明制度は戸籍
謄本などの書類をもとに、法務
局が「法定相続情報一覧図の写
し」を無料で交付するものです。
一度作成すれば相続登記、預貯
金の払い戻し、相続税の申告、
年金手続きなどの相続手続きに
戸籍謄本などを持参する必要が
なくなり、とても簡単で便利で
す。詳しくは問い合わせを。
※法務局での手続きは電話での
事前予約が必要です。
■■問問青森地方法務局弘前支局（☎
26-1150、音声案内２番）　

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

法定相続情報証明制度で
相続手続き

化されています。自転車の利用
者、保護者、事業者は、もしも
の時の事故に備え、自転車保険
等に加入しましょう。自転車小
売業者は、自転車購入者に保険
等への加入を推奨しましょう。
　市では、自転車の交通ルール
順守を呼び掛けています。傘差
し運転や携帯電話の使用などは
危険ですのでやめましょう。詳
しくは市ホームページ「くらし」
から「交通安全」のページを確
認してください。
■■問問青森県環境生活部県民生活文
化課（☎017-734-9232）／
地域交通課（☎35-1102）

　弘南鉄道弘南線・大鰐線の路
線紹介、お得なきっぷの情報、各
駅からのモデルコースなどを掲
載したガイドマップを手に、まち
歩きなどを楽しんでみませんか。
▼入手方法　弘南線弘前駅、大
鰐線中央弘前駅などで配布して
いるほか、市ホームペ
ージ（右記QRコード）
からダウンロード可能。
■■問問弘南鉄道活性化支援
協議会利用促進部会事務局（地
域交通課内、☎35-1124）

弘南鉄道ガイドマップ・まち
歩きマップ無料配布中！

　1722（享保 7）年に『弘前藩庁日記』（御　1722（享保 7）年に『弘前藩庁日記』（御
国日記）に初めて記録として登場した「弘前ね国日記）に初めて記録として登場した「弘前ね
ぷた」が、2022（令和４）年に 300 年といぷた」が、2022（令和４）年に 300 年とい
う記念の年を迎えます。う記念の年を迎えます。
　「弘前ねぷた300年祭実行委員会」では、弘　「弘前ねぷた300年祭実行委員会」では、弘
前ねぷたの持つ歴史と伝統の継承のため、昨年前ねぷたの持つ歴史と伝統の継承のため、昨年
度に引き続き、大正から昭和期までに軒先など度に引き続き、大正から昭和期までに軒先など
で飾っていた手持ちねぷた装飾の風習を、弘前で飾っていた手持ちねぷた装飾の風習を、弘前
ねぷた「城下の美風」として市内で再現します。ねぷた「城下の美風」として市内で再現します。
▼▼期間期間　７月17日（土）～８月31日（火）　７月17日（土）～８月31日（火）

▼▼設置場所設置場所　市役所本庁舎、ＪＲ
弘前駅自由通路、市内観光施設、
市内商店街など市内商店街など
▼▼その他その他　今年は伝統的な手持ち
ねぷたのほかに、世界文化遺産登
録を目前にする「北海道・北東北の縄文遺跡群」
の遮光器土偶と合掌土偶をモチーフとした青森縄の遮光器土偶と合掌土偶をモチーフとした青森縄
文土偶ねぷたも展示します。文土偶ねぷたも展示します。
■■問問弘前ねぷた 300年祭実行委員会事務局（観光弘前ねぷた 300年祭実行委員会事務局（観光
課内、☎40-0236）課内、☎40-0236）

ねぷたのほかに、世界文化遺産登ねぷたのほかに、世界文化遺産登

★スタンドアップパドルボード…ボードの上で立ってパドルを漕ぎ、海や川の水面を移動するスポーツ
（※１）…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
教室名（希望コース）を記入の上、申込先まで郵送を。家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場
合は抽選で決定。／（※２）…室内用シューズの持参を。／共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる
服装で参加を。各自傷害保険に加入を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。

教 室 名 と　き ところ 内　容 対象・定員 参 加 料 問い合わせ・申込先

①はるか
夢球場フ
ィールド
ナイトヨ
ガ

7月 30日（金）、8月
27 日（金）の午後７
時～８時（受け付け＝
午後6時）

はるか夢球場
（豊田２丁目）

はるか夢球場
人工芝フィー
ルド上でヨガ

高校生以上の
市民

1 回 1,000
円（傷害保
険料込み、
各自ヨガマ
ット持参、
レンタル 1
枚 100円）

運 動 公 園（ ☎ 27-
6411）

②After
SUP（★）

8 月 6 日・20 日・27
日（いずれも金曜日）、
1部＝午後6時～
2部＝午後7時～

城北ファミリ
ープール（八
幡町1丁目）

SUP の基本技
術

小学校 3年生
以上の市民＝
各部8人

1 人につき
1 回 700
円（ S U P
器材、ライ
フジャケッ
ト、傷害保
険料込み）

弘前 B&G海洋セン
ター（☎ 33-4545）
（水に濡れてもよい
服装・ウォーターシ
ューズ持参〈かかと
のないサンダルは不
可、裸足は可〉）

③ B ＆ G
水辺の安
全教室

8 月 8 日（ 日・ 祝 ）、
午後5時 30分～ 7時

ライフジャケ
ットや身近に
あるもので浮
遊体験と背浮
きの実践、水
辺の安全教室
の紙芝居

小学生とその
親＝10組

親 子 1 組
500 円（ラ
イフジャケ
ット、傷害
保 険 料 込
み）

弘前 B&G海洋セン
ター（☎ 33-4545）
（ウォーターシュー
ズ持参〈ない場合は
裸足でも可〉）

④ソフト
バレーボ
ール体験
教室

8月 17日～ 10月 12
日の毎週火曜日（9月
21 日を除く）、午前
10時 30分～正午

金属町体育セ
ンター体育室

ソフトバレー
ボールの基本
や、ゲーム

市民＝15人

無料

7月 30日（金・必着）
までに金属町体育セ
ン タ ー（ 〒 036-
8245、金属町1の9、
☎ 87-2482）へ。
（※1）、（※2）

⑤ラケッ
トテニス
教室

8月 24日～ 10月 26
日の毎週火曜日（10
月 5 日を除く）、午前
10時～ 11時 45分

市民体育館
競技場

ラケットテニ
スの基本から
ゲーム

市民＝15人

8月 10日（火・必着）
までに市民体育館
（〒 036-8362、五
十 石 町 7、 ☎ 36-
2515）へ。
（※1）、（※2）

⑥ストレ
ッチ体操
＆ウォー
キング教
室

❶ 8 月 25 日～ 10 月
27 日の毎週水曜日、
午後2時～ 3時 30分
❷ 8 月 26 日～ 10 月
28日の毎週木曜日（9
月 23 日を除く）、午
後1時 30分～ 3時

ストレッチや
筋トレ、障害
物を使用した
ウオーキング
等

市民＝20人

⑦体力づ
くり教室

8月 27日～ 10月 29
日の毎週金曜日（9月
17 日、10 月 15 日を
除く）、午前 10 時 30
分～ 11時 30分

ストレッチ体
操、筋トレの
実施

市民＝20人

各種スポーツ・体操教室

　東京オリンピック・パラリンピック開催を記念して、一部車
種の自動車道通行料を無料とします。

▼対象車種　①二輪車（126㏄以上・通常料金1,050円）、②軽自動車（通
常料金1,520円）、③小型自動車（通常料金1,830円）、④普通自動車（通
常料金1,830円）
※マイクロバス・中型バス・大型バスは対象外／リフトは有料。
▼自動車道営業時間　午前８時～午後５時（最終入場は午後４時）

■■問問岩木スカイライン岩木スカイライン
　（梅原さん、☎83-2314）　（梅原さん、☎83-2314）

７月21日（水）のみ数量限定！
岩木山神社の山頂奥宮で
御朱印を発行します。
※発行済みの御朱印／初穂
料300円が必要。

岩木スカイライン自動車道の通行料が無料になります岩木スカイライン自動車道の通行料が無料になります
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　ねぷたまつりは、夏の疲れや睡魔を流し去る行
事「眠り流し」が起源と考えられています。今年
の弘前ねぷた展では、ねぷたの歴史を振り返ると
ともに、疫鬼（えきき…疫病を引き起こす悪い鬼）
を退治する神とされる鍾馗（しょうき）のねぷた
絵や、昨年の祭りのために描かれた弘前大学のね
ぷた絵も展示します。
▼とき　7月 17日（土）～9月 20日（月・祝）
　　　　午前9時 30分～午後 4時 30分
▼休館日　第3月曜日（7月 19日、8月 16日）
▼併催　常設展「ひろさきの歴史と文化 ～原始
から近現代へ～」

【特別講座】
　「浮世絵がねぷた絵に与えた影響について」を
テーマに、特別講座を行います。
▼とき　８月７日（土）、午後２時～３時15分
▼ところ　市立博物館ホール
▼講師　三上幸子さん（市立博物館学芸員）
▼定員　50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）
▼申し込み方法　７月 15日（木）以降に電話で
申し込みを。
～共通事項～

▲竹森節堂筆『楽人』

▼観覧料　一般300（220）円／高・大学生150（110）円／小・中学生100（50）円
※（　）内は 20人以上の団体料金。65歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、市内
外の障がい者、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。高岡の森弘前藩歴史館との共通券もありますので、詳しくはお問い合わせください。
■問い合わせ・申込先　市立博物館（下白銀町、☎35-0700）

市 立 博 物 館 企 画 展 2市 立 博 物 館 企 画 展 2


