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「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）

夏の輝き

　城北ファミリープール（八幡町）が
７月３日に開場。水着姿の子どもた
ちが、水しぶきを上げて思いっきり
はしゃぎました！弾ける笑顔がまぶ
しい、鮮やかな夏の１ページ。

今号の表紙

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ
ひろさき多子家族応援パスポートを発行
地域型ヘルパーサービス実施団体を募集

　
特
集
障がい者雇用を始めよう
～インターンシップから始まる未来～
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さくらジョブネット
つがる地区障害者就労支援連絡会

企業の皆さん、 まずは体験してみませんか

さくらジョブネットとは

みんながつながれば
いろいろできる！

事業所

家庭

特別支援学校

関係機関など
（福祉施設・行政など）

さくら
ジョブネット

　事業所、家庭、特別支
援学校、関係機関などの
四者が連携し、障がい者
が豊かな生活を送る上で
抱える諸問題について情
報を交換し、個別のケー
スでは対応策を迅速に検

民間団体の取り組み

福祉施設合同説明会の開催
 卒業生（在宅者・福祉サービス利用者・
就労者）を対象とした行事の開催
特別支援学校への援助事業
県内の他地域の障害者就労支援団体との
交流・連携
セミナーや講演会の開催
会員同士の情報交換会の定期開催　など

主な活動内容
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何事も
チャレンジ
から！

討することで、障がい者の福祉の向上、雇用促進、就労の安定
を図ることを目的に、平成14年に発足しました。
　会員の皆さんの協力のもと、「障がい者の社会参加と自立」「障
がい者の福祉に関する社会啓発」「障がい者の就労促進」などを
目指して取り組んでいます。

つながりを大切に
　特別支援学校が企業にインターンシップや雇用の相談をする
際、会員企業の方が相談しやすい面があります。これまで、特
別支援学校と連携して会員企業でのインターンシップや雇用を
推し進め、令和２年度は会員団体のうち57事業所が、415人
の障がい者を雇用しました。
　市の合同説明会への協力や市役所での就業体験など、市との
連携も行っているほか、他地域の障害者就労支援団体との情報
共有なども行っています。
　今年度、団体設立から20年目を迎えます。これまで関わって
きた全ての人に感謝し、今後もさらなる障がい者の雇用促進、共
生社会の実現に向けて取り組んでいきます。

会員数
個人会員　325 人
団体会員　117 団体

【団体会員の構成】
 民間事業者、特別支援学校、NPO 法人、就労支援施設など

県内の障害者就労支援
団体では最多

（令和３年３月時点）

インターンシップとは
就業体験実習のこと。仕事や
企業、業界、社会への理解を
深めることができます！

■ 問い合わせ先
障がい福祉課
（☎40-7036）
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障がい者の就活は相互理解から！
　社会人にとって暮らしの多くを占める「仕事」。その内容
や職場を決定する就活では、大きな判断が必要となります。
　障がい者の就活は、能力や性質の個人差が大きいことから、
就職してから無理が生じないよう、働く人と企業の相互理解
が極めて大切です。
　今回は、障がいのある生徒が通う特別支援学校や企業など
が連携して取り組んでいる「インターンシップ」という切り
口から、障がい者の雇用を考えます。

はじめまして！
ようこそわが社へ！

■ 問い合わせ先 つがる地
区障害者就労支援連絡会
事務局（弘前大学教育学
部附属特別支援学校内、
☎36-5011）

知っていますか？
市民の約16人に１人が障害者手帳を持っています。
　弘前市内の障害者手帳の交付者数は10,265 人（※）。
　その他にも、障がいがあっても手帳の交付を受けていない人や、難病や
慢性疾患により日常生活のしづらさが生じている人がたくさんいます。
　身近な存在である障がいに誰もが向き合い、皆が自分らしく生きられる
ような社会の仕組みづくりが大切です。

障がいって
ケッコー身近
です。

※令和３年３月末時点。
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　これから社会にはばたく特別支援学校高等部の生徒を応援する取り組みは、生徒本人は
もちろん、雇用する人、一緒に働く人、家族、学校の先生など、関わる全ての人の思いに
より、徐々に花を咲かせています。働く人が皆いきいきと働ける社会であるために、障が
い者雇用について前向きに考えてみましょう。

弘前大学教育学部附属特別支援学校
高等部
相馬 將馬さん

　今年度からの新たな試みとして、市役所で特別支援
学校高等部の生徒３人のインターンシップを実施。
　６月 14日～ 25日の約２週間、書類整理、施設の
管理、パソコン操作などの仕事を体験しました。

始めは慌ただしいと
感じることもありまし
たが、慣れると楽しめ
るようになりました。
いろいろな初対面の
人と働いたことで、自
信がつきました。

パソコンで会議の音声を聴
いて文章を打ち込む「テー
プ起こし」に挑戦しました。
大変でしたが、自分はパソ
コンを使う仕事が好きだと
発見できました。

　今回のインターンシップは市と学校が連携した
ことで実現しました。実習は毎日変わる仕事内容
ではありましたが、市職員の皆さんのサポートも
あり、最後まで責任を持って取り組むことができ、
働くことへの自信につながったと感じています。

　学校では、あいさつや態度、報告・連絡・
相談など、働く上での基本や、職能の技術
指導などを行っています。生徒たちには
将来、やりがいのある仕事に就き、ワー
クライフバランスを大切にして社会生活
を送ってほしいと思います。

　学校では、品出し、組み立て、清掃、農作業など、
さまざまな企業実習を実施しています。最近は受け
入れ企業が徐々に増え、障がい者雇用に対する企業
側の意識も高まっていると感じます。
　事務作業は実習の機会が少ないため、市役所での
職業体験は貴重な機会です。今回、生徒の
仕事ぶりを市職員の皆さんに褒めていただ
き、期待以上の成果になりました。
　生徒たちには働くということを理解し、
その達成感や感謝の気持ちを大切にしてほ
しいです。

特別支援学校の先生より

終わりに

保護者より

生徒より

極度に人が苦手
だった子どもが、
心を開いて仕事に
向き合えるように
なり、成長が嬉し
いです。

～弘前ドライクリーニング工場～

相談など、働く上での基本や、職能の技術
指導などを行っています。生徒たちには
将来、やりがいのある仕事に就き、ワー
クライフバランスを大切にして社会生活
を送ってほしいと思います。

仕事ぶりを市職員の皆さんに褒めていただ

　生徒たちには働くということを理解し、
その達成感や感謝の気持ちを大切にしてほ

やりがいを持って働いています
　特別支援学校に在学中、当社
でのインターンシップを経験し、
今年４月に就職しました。現在、
タオルやシーツのたたみ作業を
担当しています。
　仕事には「１時間で 500枚処
理する」といった目標を持って、
集中して取り組んでいます。
目標を達成すると評価に反映
されるので、やりがいがあ
ります。
　仕事のやり方やコツは先
輩が優しく教えてくれます。たまに津軽弁が分からな
いことはありますが（笑）、働きやすい職場です。
　特別支援学校の後輩の皆さんには「障がいがあって
も、仕事は当たり前にできる！」と伝えたいです。イ
ンターンシップの経験は就職後も役立つので、積極的
に参加するといいと思います。

優秀な人材が活躍しています
　工場の操業において、人材不足は
死活問題です。足りない人材を外国
人で補う場合、言語や文化の違い、
人材派遣会社への仲介料、長期の就
業ができないなどの問題がありま
す。そのため、日本語でコミュニ
ケーションが取れて、長期就業も
できる障がい者の方が、会社に

とって雇用しやすいという事情があ
ります。

　とはいえ、障がい者の雇用には工夫も必要です。当
社では個々の障がいへの対処のほか、やる気や能力を
育てる評価制度や、障がい者が仕事をしやすい環境作
りに力を入れています。
　障がい者雇用を始めたのは、知的障がいのある人を
知人の紹介で雇用したのがきっかけでした。雇用し始
めて間もない頃は「食事の時、食べこぼしたりするか
ら、一緒に食事をしたくない」という従業員も中には
いました。そこで、私も従業員と一緒に食事をして何
とかなじんでいこうと思い、毎日昼食を共にしたんで
す。すると、人間とは不思議なもので、２週間もする
とだんだん慣れてくるんですね。周りに子育てを経験
した女性が多かったことや、本人の純粋で無邪気な人
柄もあって、親子のような一体感が生まれました。
　それから障がい者を積極的に雇用し、今では若手か
ら勤続 20年を超えるベテランまで、10人以上の障が
い者がバリバリと活躍しています。これからも生産性
向上や品質保持を実現しながら、いきいきと働ける会
社作りに取り組んでいきたいと思います。

障がい者を受け入れ、強みに
　障がい者の従業員は、個人差は
あるものの、真面目でルールに
忠実な人が多く、勤勉な仕事ぶ
りに信頼を置いています。
　障がい者の従業員が作業
しやすいよう、作業環境を
分かりやすく工夫すること
で、全体の生産性も向上す
るなどの大きなメリット
もあります。
　障がいへの配慮が必要な
こともありますが、就労支
援団体や特別支援学校などに相談して、その人に合っ
たサポートをしています。当社には 1963（昭和 38）
年から障がい者雇用に取り組んできた歴史があるので、
会社全体に障がい者を受け入れる土壌が育っています。
インターンシップや既卒者の職業体験もいつでも受け
入れていますので、やってみたい方の参加をお待ちし
ています。

優秀な人材が活躍しています
　工場の操業において、人材不足は
死活問題です。足りない人材を外国
人で補う場合、言語や文化の違い、
人材派遣会社への仲介料、長期の就
業ができないなどの問題がありま

やりがいを持って働いています
　特別支援学校に在学中、当社
でのインターンシップを経験し、
今年４月に就職しました。現在、
タオルやシーツのたたみ作業を

　仕事には「１時間で 500枚処
理する」といった目標を持って、
集中して取り組んでいます。
目標を達成すると評価に反映
されるので、やりがいがあ

　障がい者の従業員は、個人差は
あるものの、真面目でルールに
忠実な人が多く、勤勉な仕事ぶ

　障がい者の従業員が作業
しやすいよう、作業環境を

パソコンで会議の音声を聴
いて文章を打ち込む「テーいて文章を打ち込む「テー
プ起こし」に挑戦しました。プ起こし」に挑戦しました。
大変でしたが、自分はパソ
コンを使う仕事が好きだと
発見できました。

生徒より

市の障がい者雇用
の間口がこれから
もっと広がるとい
いですね。

仕事の厳しい面や楽しい
面を身をもって体験して、
働くイメージができたの
ではないかと思います。

これまで「自立」を
意識した子育てをし
てきました。今回の
職業体験で自立への
気持ちがより高まっ
たと感じます。

弘前大学教育学部附属特別支援学校高等部
教諭 千葉 嵩将 先生

県立弘前第一養護学校高等部
進路指導主事 森 修子先生

感じることもありまし
たが、慣れると楽しめ
るようになりました。
いろいろな初対面の
人と働いたことで、自

リネン部門担当 藤田 雅也さん

代表取締役社長
久保 弘之さん

生産部次長　乳井 卓也さん
（従業員のマネジメントを担当）

▲シーツを素早い動作で機械にセットする藤田さん

▲障がいの有無に関わらず、一緒に作業しています

▲弘前公園内で菊を植える鉢の準備

▲事務作業に奮闘中

県立弘前第一養護学校高等部
相坂 泰喜さん

県立弘前第一養護学校高等部
成田 穂乃香さん

書類整理の仕事などで、得意な能
力を生かせました。市職員の方の
指示がわかりやすかったので、戸
惑わずに仕事を進められました。

障がい者雇用に積極的な
企業にお話を聞きました。 市役所も始めました。

特別支援学校の生徒が市役所の仕事を体験！

特集　障がい者雇用を始めよう
～インターンシップから始まる未来～
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市政情報Town Information

よりよい市政の推進のため、市民の皆さん
の意見や提案を運営協議会に反映させる公
募委員になってみませんか。

運営協議会の委員を募集

１．弘前市地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓
口として市内７カ所に設置されています。運営協
議会は、このセンターの設置や運営状況等に関す
る協議を行う機関です。市民の幅広い意見を反映
させながら、適正で、公正かつ中立なセンターの
運営を確保する目的で設置されています。
▼応募資格　満40歳以上の市民
※市議会議員および市職員（退職者を含む）、市
の他の附属機関の委員、包括的支援事業の委託を
受けている法人の役員および職員を除く。
▼募集人数　２人以内
▼任期・会議の開催など　任期は委嘱した日から
３年以内。会議は年３～４回で、平日の日中に開
催する予定。
▼報酬など　会議１回の出席につき 1万円およ
び交通費相当額を支給します。
▼応募方法　8月20日（金・必着）の午後５時
までに、次の事項を明記した応募用紙を、郵送、

持参、ファクスまたはＥメールのいずれかで提出
してください。
～明記事項～
①住所、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、電
話番号、職業、勤務先
②「今後の地域包括支援センターに期待すること」
をテーマとした作文（800字程度）
※応募用紙の様式は自由／参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、介護福祉課窓口でも
配布／書類持参の場合は、平日の午前８時30分
～午後５時に介護福祉課窓口へ／応募用紙は返却
しません。
▼選考・発表　応募書類を審査の上、選考委員会
で選考し、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。
■問い合わせ・提出先　介護福祉課自立・包括支
援係（市役所１階、〒 036-8551、上白銀町１
の１、☎40-4321、ファクス38-3101、Eメー
ル kaigo@city.hirosaki.lg.jp）

２．弘前市国民健康保険運営協議会

国民健康保険運営協議会は、国民健康保険の運
営などに関する協議を行う機関で、市民の幅広い
意見を反映させながら、適正な運営を確保するも
のです。
▼応募資格　次の①・②のいずれにも該当する人
で、市議会議員および市職員（退職者を含む）、
市の他の附属機関の委員でない人
①市内に在住の満20歳以上の市国民健康保険の
被保険者で、任期中に後期高齢者医療制度に加入
しない（75歳に達しない）人
②世帯に国民健康保険料や市税等の滞納がない人
▼募集人数　4人
▼任期・会議の開催など　任期は委嘱の日から令
和６年 10月５日まで。会議は年２回程度で、平
日の日中に開催する予定。
▼報酬など　会議１回の出席につき 1万円およ
び交通費相当額を支給します。
▼応募方法　８月 20日（金・必着）の午後５時
までに、次の事項を明記した応募用紙を、郵送、

持参、ファクスまたはＥメールのいずれかで提出
してください。
～明記事項～
①住所、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、電
話番号、職業
②応募動機や国保事業に対する意見などの作文
（400字程度）
※応募用紙の様式は自由／参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、国保年金課窓口、岩
木・相馬総合支所民生課窓口・各出張所でも配布
／書類持参の場合は、平日の午前８時30分～午
後５時に国保年金課窓口へ／応募用紙は返却しま
せん。
▼選考・発表　応募書類を審査の上、選考委員会
で選考し、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。
■問い合わせ・提出先　国保年金課（市役所１階、
〒036-8551、上白銀町 1の 1、☎ 35-1116、
ファクス 39-6199、Ｅメール kokuho@city.
hirosaki.lg.jp）

■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〉）

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ

▶ワクチンの供給と事前登録について

▶鳴海病院での集団接種について

●これらの症状は、数日以内に回復します●接種当日より翌日に症状が起こる人が多いです●1回目よ
り 2回目の接種後によく起こる症状もあります● 接種後2日間以上発熱が続く場合や、症状が重い場合は、
医療機関へ相談・受診をしてください

頻繁に
起こる症状

（50％以上）
 接種部位

の痛み

たびたび
起こる症状

（10 ～ 50％）
筋肉痛
関節痛

悪寒 発熱 接種部位
の腫れ

下痢

（厚生労働省ホームページより）

接種後の数日間は、次のような症状が起こる場合があります。（ファイザー社製ワクチンの場合）

疲労感 頭痛

▶ワクチンの接種状況について
７月 18 日までの予約状況から、接

種対象者（12 歳以上の市民）約 15 万
4,000 人のうち、１回目の接種が済ん
でいる人が約 6 万 1,000 人、２回目の
接種が済んでいる人は約 4 万人となる
見込みです。今後の接種状況について
は、市ホームページで随時お知らせしま
す。

※１…7 月 6 日時点で必要数の３割未満となっています。　※２…医療機関によって対応が異なる場合があります。

　現在、国からのワクチン供給量（※1）が大幅に減少していることから、ワクチン接種スケジュール
に影響が出ています。一刻も早くワクチン接種が進むように努めますので、ご理解をお願いします。
供給量の減少により、7 月 7 日以降に１回目のワクチン接種を申し込んだ人は、仮予約として接
種日を定めない事前登録（※２）となります。接種体制が整い次第、各医療機関から仮予約をした
人へ接種日時をお知らせします。

　広報ひろさき７月 15 日号および市ホームページでお知らせしていた鳴海病院での集団接種は、
国からのワクチン供給量が大幅に減少したことから、７月 31 日（土）以降の実施が延期と
なります。ワクチンの供給体制が整い次第、再開を予定しています。ワクチンの供給状況や集団接
種を再開する際は、市ホームページで速やかにお知らせします。

接種後に注意すること

７月 18 日（日）までの予約状況（集団接種を含む）を基に推計
※接種対象者（12 歳以上の市民）…15 万 4,000 人

％

％

61,000 93,000

40,000 114,000

弘前市の新型コロナウイルスワクチン接種状況
（単位：人）

■ 接種済者　　□ 未接種者

１回目接種

２回目接種
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あなたの声を
市政に反映

　市ではこれまで、食育活動の効果を高め、「食
へのこだわり」、「健康づくり」に対する意識醸
成、健全で安全な食生活の実践による健康増進の
ため、第１次弘前市食育推進計画を策定し、実施
してきました。今後も食に対する課題に取り組む
ことにより一層の食育推進を図るため、「第２次
弘前市食育推進計画」を策定します。
　このたび、計画案がまとまりましたので、市民
の皆さんから意見や提案を募集するパブリックコ
メント（意見公募手続き）を実施しています。
▼対象　①市内に住所を有する人、②市内に事務
所または事業所を有する人または法人など、③市
内の事務所または事業所に勤務する人、④市内の
学校に在学する人、⑤市に対して納税義務を有す
る人または寄付を行う人、⑥本計画（案）に利害
関係を有する人
▼閲覧方法　次の方法で「第２次弘前市食育推進
計画（案）」が閲覧できます。
①市ホームページから閲覧
②生涯学習課（岩木庁舎２階）、市役所総合案内
所（市役所１階）、岩木総合支所総務課（賀田１
丁目）、相馬総合支所民生課（五所字野沢）、市民
課駅前分室（駅前町、ヒロロ３階）、市民課城東
分室（末広４丁目、総合学習センター内）、各出
張所

※土・日曜日、祝日を除く、
午前８時30分～午後５時
／市民課駅前分室は土・日曜日、祝日も閲覧可。
▼提出方法　８月 18日（水・必着）までに、指
定または任意の様式に、氏名（法人などの場合は
名称および代表者氏名）、住所、在住・在学の別（任
意様式の場合は対象①～⑥のいずれか）、件名（任
意様式のみ「第２次弘前市食育推進計画（案）へ
意見」など）を明記し、次のいずれかの方法で提
出してください。
❶郵送…〒 036-1393、賀田１丁目１の１、生
涯学習課宛て
❷持参…生涯学習課へ（土・日曜日､ 祝日を除く）
❸ファクス…82-2313
❹Ｅメール…shougai ＠ city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総
合案内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民
生課、市民課駅前分室・城東分室、各出張所
※記入漏れがある場合や、電話など口頭では意見
として受け付けません。
▼意見の公表など　寄せられた意見などは、計画
策定の参考とするほか、集約した後、住所・氏名
を除いた対応状況を市ホームページで公表します。
※個別の回答はしません。
■問い合わせ先　生涯学習課（☎82-1641）

　令和３年度分の介護保
険料を、７月 14 日付け
で通知しました。今年度
中に 65 歳になる人（生
年月日が昭和 32 年４月
１日までの人）は、今後
新たに保険料が賦課され
ますので、該当する人は
申告をしてください。
　次の対象者のうち、市民税県民税の申告をして
いない人は、申告をすることで保険料が減額にな
る場合があります。
▼申告対象者　保険料の所得段階が第３または第
５段階で、次の①、②のいずれかに該当する人
①非課税収入（遺族年金・障害年金・失業保険な
ど）だけの人
②収入が無かった人
※配偶者控除や扶養控除の適用を受けている人も

申告をしてください／前年度分についても、さか
のぼって申告することにより保険料が減額になる
場合がありますので、詳しくは問い合わせを／申
告により保険料が減額になった人には、変更通知
書を順次発送します。
▼申告に必要なもの　次の①～③のいずれかを用
意してください。
①マイナンバーカード
②身元確認書類（運転免許証、健康保険証、障害
者手帳など）と個人番号が記載されている住民票
③身元確認書類（運転免許証、健康保険証、障害
者手帳など）と個人番号通知カード（記載内容が
住民票と一致している場合のみ有効）
※代理人が申告する場合、代理人の身元確認書類
も必要です。
▼申告受付場所　市民税課（市役所２階）
■問い合わせ先　介護福祉課介護保険料係（☎
40-7049）

介護保険料が減額になる場合があります該当する人は
申告を

公共施設の利用が
無料に

ひろさき多子家族応援パスポートを発行します

　市では、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・社会教育施設等）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。市民プール等でも利用できますので、まだ手
続きをしていない人はぜひ申請してください。
▼対象者　平成 15年４月２日以降に生まれた子
どもが３人以上いる家族の親子
▼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

▼対象施設　詳しくは、
市ホームページ内「ひろ
さき多子家族応援パス
ポート事業対象施設リス
ト」を確認してください。
■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）

該当する人は
手続きを

介護保険負担限度額認定証の更新手続き

　令和２年度の介護保険負担限度額認定証の有効
期限は、令和３年７月 31日（土）までです。令
和３年８月以降も引き続き認定証が必要な人は、
８月中に忘れずに更新申請をしてください。なお、
今年度から更新申請の際に、預貯金などを証明す
る添付書類が必要ですのでご注意ください。
▼申請時に必要なもの　利用者の印鑑（代理人が
申請する場合）、利用者の通帳や有価証券などの

写し（利用者に配偶者が
いる場合は配偶者の分も
必要）
■問い合わせ・申請先
　介護福祉課介護給付
係（市役所１階、☎ 40-
7071）／岩木・相馬総合
支所民生課

第２次弘前市食育推進計画（案）への
意見募集（パブリックコメント）

支え合いの体制を
強化します

地域型ヘルパーサービス実施団体を募集します

　「弘前市介護予防・日常生活支援総合事業」に
おいて、高齢者のニーズに応えた地域住民の取り
組みやボランティアなどによる支え合いの体制を
強化するため、10月１日から住民主体によるサー
ビス「地域型ヘルパーサービス事業」を開始しま
す。事業に先立ち、活動費を支援する「地域型ヘ
ルパーサービス事業費補助金」を活用して事業を
実施する団体を募集します。
▼応募要件　次の①～④の要件を全て満たす団体
①65歳以上の高齢者に対し、訪問による生活支
援（掃除・洗濯等）、移動支援（通院・買い物等）
サービスを提供する団体であること
②サービス提供を行う住民が５人以上いること
③地域住民の自主活動であること（有償・無償ボ

ランティア）
④市が開催する研修会に参加で
きること
▼補助金額　①活動費（事務作業
費、物品購入費等）＝上限２万円／月、②賃借料
（レンタカー代、家賃等）＝上限２万円／月
▼応募方法　❶地域型ヘルパーサービス事業実施
申込書、❷サービス従事者名簿、❸活動内容がわ
かる書類（チラシなど）、❹団体の会則（任意様式
）を介護福祉課（市役所１階）に提出してください。
※募集要項や申請様式は市ホームページからダウ
ンロードするか、窓口で受け取りを／予定数に達
するまで随時募集。
■問い合わせ先　介護福祉課（☎ 40-7072）
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審議会の委員を募集

１．弘前市景観審議会

市景観条例に基づいて設置され、景観づくりに
関する重要な事項について審議する機関です。
▼応募資格　20歳以上の市民
※市の他の附属機関の委員、市議会議員、市職員
（退職者を含む）を除く。
▼募集人数　２人
▼任期・会議の開催など　任期は委嘱した日から
2年間。会議は年１～２回程度、平日の日中に開
催する予定。
▼報酬など　会議 1回の出席につき、1万円お
よび交通費相当額を支給します。
▼応募方法　8月 2日（月）から27日（金・必
着）までに、次の事項を明記した応募用紙を、郵
送、持参（都市計画課）、ファクスまたはEメー
ルのいずれかで提出してください。
～明記事項～
①住所、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、電
話番号、職業
②応募理由（志望動機、抱負、景観まちづくりの

活動経験、自己PRなど）の作文（400字程度）
※応募用紙の様式は自由／参考様式は都市計画
課、岩木・相馬各総合支所、各出張所で用意して
いるほか、市ホームページからもダウンロード可
／持参の場合は、平日午前8時 30分～午後５時
／応募用紙は返却しません。
▼選考・発表　応募書類を審査の上、選考委員会
で選考し、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。
■問い合わせ・提出先　都市計画課（市役所３階、
〒 036-8551、上白銀町１の１、☎ 34-3219、
ファクス 35-3765、Eメール toshikeikaku@
city.hirosaki.lg.jp）

２．弘前市廃棄物減量等推進審議会

　ごみの減量化や資源化、ごみの適正排出につい
て審議する機関です。
▼応募資格　20歳以上の市民（学生可）
※市の他の附属機関の委員、市議会議員、市職員
（退職者を含む）を除く。
▼募集人数　４人程度
▼任期・会議の開催など　任期は委嘱した日から
２年間。会議は年３回程度、平日の日中に開催す
る予定。
▼報酬など　会議１回の出席につき、１万円およ
び交通費相当額を支給します。
▼応募方法　８月２日（月）から９月３日（金・
当日消印有効）までに、次の事項を明記した応募
用紙を、郵送、持参（環境課）、Ｅメールのいず
れかで提出してください。
～明記事項～
①住所、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、電
話番号、職業、Eメールアドレス

②志望動機
③「ごみ減量化や資源化の推進について」をテー
マにした作文（800字程度）
※応募用紙の様式は自由／参考様式を市のホーム
ページに掲載しているほか、環境課で配布してい
ます／持参の場合は、平日午前8時 30分～午後
５時／応募用紙は返却しません。
▼選考・発表　応募書類を審査の上、選考します。
結果は応募者全員に書面で通知します。
※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。
■問い合わせ・提出先　環境課廃棄物政策係（市
役所２階、〒 036-8551、上白銀町１の１、☎
32-1969、Eメール kankyou@city.hirosaki.
lg.jp）

空き家に関する役立つ情報をお知らせします
【空き家の総合相談窓口】　建築指導課空き家対策係（☎40-0522）

平成25年平成25年度度
5.65.6％％

弘前市における空き家率の推移

低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置があります

弘前市における空き家率の推移

どうする !
?

どうする !
?

空き家空き家

◀出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局）
※別荘、賃貸、売却住宅を除く。

平成30年度
5.75.7％％

　低未利用土地等（空き地、空き家、空き店舗等）
を譲渡し、一定の要件を満たす場合、売主の長期
譲渡所得から100万円を控除する制度があります。
対象となる低未利用土地等を売却した場合には、確
定申告に必要な「低未利用土地等確認書」を交付し
ますので、要件など詳しくはお問い合わせください。

弘前圏域空き家・空き地バンク登録物件募集中
■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）

 【 【主な要件主な要件】】
①物件が都市計画区域内にあること①物件が都市計画区域内にあること
②譲渡額の合計が 500 万円以下で②譲渡額の合計が 500 万円以下で
あることあること
③５年以上所有した物件であること③５年以上所有した物件であること

弘前れんが倉庫美術館に関連する情報を連載します。
■問い合わせ先　弘前れんが倉庫美術館（吉野町、
☎32-8950、https://www.hirosaki-moca.jp/）

Hirosaki Art Times
ヒロサキ・アート・タイムズ

りんご娘の作品展示
「RINGO MUSEUM」
　 弘 前 市 を 拠 点 に
活 躍 す る ダ ン ス ＆
ボ ー カ ル ユ ニ ッ ト、
RINGOMUSUME（り
んご娘）。展覧会「りん
ご宇宙」のオフィシャ
ルサポーターを務める
彼女たちが、さまざまなアート作品やその考え方
にふれ、作品制作に取り組みました。メンバー4
人の個性豊かな表現をご覧ください。
▼とき　8月 4日（水）～29日（日）
　　　　午前9時～午後5時
　　　　※金・土曜日のみ午後9時まで。
▼ところ　弘前れんが倉庫美術館市民ギャラリー

#5

▼休館日　火曜日（8月 10日・17日・24日）
【同時開催】
展覧会「りんご宇宙―Apple Cycle / Cosmic 
Seed」は、8月 29日（日）まで。お見逃しなく！

【弘前れんが倉庫美術館×弘南鉄道オリジナル
グッズをプレゼント！】
　弘前れんが倉庫美術館と弘南鉄道大鰐線の両方
を当日利用する人に、美術館と弘南鉄道がコラボ
したオリジナルグッズをプレゼントします。弘前
れんが倉庫美術館へは、大鰐線中央弘前駅より徒
歩約３分。この機会に、ローカル
鉄道の乗車と美術館鑑賞をお楽し
みください。詳しくは市ホームペー
ジ（右のQRコード）で確認を。
※グッズが無くなり次第終了。
■問い合わせ先　地域交通課（☎35-1124）

市民の皆さんの意見や提案を市政に反映さ
せるため、景観づくりやごみの減量化に関
する審議会の委員を募集します。

市政情報

　総務省で５年ごとに実施している「住宅・土地統計調
査」の結果を見ると、当市の空き家率の増加が年々抑え
られ、平成30年度は前回調査から0.1%の微増にとど
まり、総合的な空き家対策に積極的に取り組んできた成
果が表れています。

▲ RINGOMUSUMEの皆さん
（タカノ綾の作品の前で）
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久渡寺 本尊ご開帳・幽霊画特別公開
①本尊・聖観世音菩薩（しょうかんぜおんぼさつ）ご開帳
　33年に１度のご開帳に合わせ、一般公開を行っています。
本尊は円仁（慈覚大師）の作とされ、1972（昭和 47）年以来、
約50年ぶりの公開です。
▼期間　８月21日（土）までの午前８時30分～午後５時
※日曜日のみ午後１時～５時。
▼拝観料　1,000円（小学生以下は無料）
②「返魂香之図（はんごんこうのず）」特別公開
円山応挙筆の幽霊画「返魂香之図」を特別公開します。
▼期間　８月13日（金）～15日（日）、午前９時～午後４時
▼特別拝観料　500円（小学生以下は無料）
■問い合わせ先　久渡寺（☎88-1555）
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東北デスティネーションキャンペーン特別企画を実施します
東北デスティネーションキャンペーン（東北 DC）とは…

　東北６県の自治体や観光関係者と JR ６社などが一体となって行う観
光キャンペーンです。9 月 30 日（木）まで、県内ではさまざまな企画
が実施されています。市内でも、魅力たっぷりの、普段は体験できない
特別な企画が実施されますので、ぜひこの機会に出かけてみませんか。

　　　　　　　　　　　　　　　弘南鉄道　金魚ねぷた列車
　弘南鉄道大鰐線では、金魚ねぷたを車内に装飾した特別な列車を運行しま
す。ローカル鉄道に乗車し、津軽の夏まつりの雰囲気をお楽しみください！
▼運行期間　①子ども金魚ねぷた列車＝８月１日（日）～29日（日）、②金
魚ねぷた列車＝９月１日（水）～30日（木）
※期間中の土・日曜日の夜間は、金魚ねぷたの明かりだけで列車を運行します。
▼乗車方法　通常の乗車券で、どなたでも乗車できます（予約不要）
※金魚ねぷた列車の運行ダイヤは、弘南鉄道ホームページなどで事前に確認を。
■問い合わせ先 地域交通課（☎35-1124）／弘南鉄道（☎44-3136）

朝どれ嶽（だけ）きみ収穫体験バスツアー
　新鮮な朝どれの嶽きみを、一面に広がる嶽きみ畑で
収穫体験します。収穫してすぐ生でかぶりつくもよ
し、茹でるもよし。両方を堪能できるバスツアーです。
▼とき　９月３日（金）・４日（土）
　　　　午前７時30分～ 10時 30分
▼内容　嶽きみ畑で収穫体験（１人２本）を行ったあ
と、農産物直売所「野市里（のいちご）」にて、収穫
した嶽きみ１本を茹でて提供します。
▼対象　小学生以上＝各日30人（最小催行人数25人、定員に達した時点で申し込み終了）
▼参加料　１人3,500円（バス代、嶽きみ２本の収穫体験代を含む）
※３本目からは追加料金（１本あたり150円）が発生します。
▼申し込み方法 参加希望日の３日前までに「津軽まちあるきサイト（右のQRコード）」から申し込みを
▼その他　朝露や土で汚れる場合がありますので、動きやすい服装、履物で参加を
■問い合わせ先　弘前観光コンベンション協会（☎35-3131）
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　開催中の企画展「お殿様たちの刀剣」の中から、
今回は仙台藩主伊達家ゆかりの「太刀 銘 来国光」
を紹介します。太刀の柄（つか）の中に入る部分を
茎（なかご）といい、そこには「来国光」という文
字が刻まれています。これは太刀を制作した刀鍛冶
の名前で、鎌倉時代に山城国（やましろのくに、現
在の京都府南部）で活躍した人物です。拵（こしら
え）には、金梨子地（きんなしじ）に伊達家の家紋
である「竹に雀紋」と菊の花の蒔絵が施されていま
す。金梨子地とは、漆地に金粉を施し、さらにその
上に透明な漆を塗って研ぎ出す技法です。金粉が漆
を通してまだらに見え、梨の実の表皮に似ることか
ら、この名がつけられました。
　この太刀と拵は、1675（延宝 3）年に仙台藩 4
代藩主の伊達綱村（だてつなむら）によって鹽竈（し

おがま）神社（宮城県塩竈市）に奉納されました。
当神社は、武運長久の神、漁業・塩業の守護神、安
産守護の神をまつる神社
として、広く信仰を集め
ました。綱村は、歴代の
仙台藩主のなかでも特に
崇敬が厚く、刀剣の奉納
以外にも社殿の建て替え
や社内の制度を改めるな
ど、当神社の整備に尽力
しました。
　「太刀 銘 来国光」は、資
料保護のために８月15日
（日）までの展示となりま
すので、ぜひご覧ください。

太刀 銘 来国光・拵（重要文
化財、鹽竈神社博物館蔵）

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）

歴史館 PR 動画
公開中
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イベント

　弘前図書館・岩木図書館・こ
ども絵本の森・相馬ライブラリ
ーを巡り、４館分のスタンプシ
ールを集めた人にオリジナルブ
ックカバーをプレゼントしま
す。さらに、各館でクイズに答
えた人には特製しおり（４館共
通の１種類）もプレゼント！
▼とき　８月１日（日）～ 31
日（火）
▼参加料　無料
▼参加方法　各館で配布してい
る台紙に４館分のスタンプシー
ルを貼り、いずれかの窓口に提
示してください。
■■問問 弘前図書館（下白銀町、☎

市立図書館４館
スタンプラリー

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（五所字野沢、☎
84-2316）

　箸をはじめ、スマートフォン
ケースやUSBメモリなどへ研
ぎ出し体験ができます。
▼とき　８月１日（日）～８日（日・
祝）の午前10時～午後３時
※体験時間は約 30分～（製品
によって時間がかかる場合があ
ります）。
▼ところ　武徳殿休憩所（弘前
公園内）
▼体験料　1,400 円～（別途
入園料がかかります）
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

「津軽塗」のワークショップ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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を付けて写真とメッセージを投
稿してください（投稿する前に、
公式アカウントで応募規約の確
認を）。当選者には９月中に、
ダイレクトメッセージで連絡し
ます。
※詳細は青森県中
南地域県民局ホー
ムページ（QRコー
ド）から確認を。
■■問問青森県中南地域県民局地域連
携部地域支援チーム（☎ 32-
2407）

【月例登山『盛夏の山　太陽の
道』】
▼とき　８月８日（日・祝）、午
前９時30分～午後２時30分
※事前の申し込みが必要／雨天
決行。
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、昼食、タオ
ル、替えの下着・靴下、雨具
■■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）

　歴史や植物を勉
強しながら夏休み
の自由研究ができ
ます。親子での参加も大歓迎！
①葉っぱを叩いてハンカチを染
めてみよう！
　植物園をガイドと散策しなが
ら植物について学び、葉っぱを
使ってたたき染めを作ります。
▼とき　８月８日（日・祝）、
午前９時30分～ 11時
②お城の歴史を調べてみよう！
　弘前城をガイドと探索しなが
ら、勉強したことをまとめた弘
前城レポートを作ります。

こどもの森８月の催し

行って見よう！弘前公園
「夏休み自由研究」

　津軽の美し
い風土に育ま
れた工芸品を
展示・販売し
ます。伝統の
技と新しいデザインの品々をご
覧ください。
▼とき　７月 27日（火）～８
月 25日（水）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
■■問問産業育成課（☎32-8106）

　津軽の伝統工芸品「こぎん刺
し」の展示・販売と製作体験を
行います。
▼とき　８月１日（日）～ 22
日（日）の午前９時～午後５時
▼ところ　りんごの家（りんご
公園〈清水富田字寺沢〉内）
▼内容　①こぎん刺し展示・販
売、②岩木かちゃらず会による
製作体験（期間中の土・日曜日、
午前 10時～午後３時、体験料
250円～）
■■問問りんご公園（☎36-7439）

　市では、核兵器の廃絶と世界
平和の実現を願い、平成 22年
12月に平和都市を宣言しまし
た。この関連事業として、写真
パネル展を開催します。
▼とき　８月３日（火）～ 17
日（火）の平日、午前８時 30
分～午後５時
▼ところ　市役所１階市民ギャ

まちなかクラフト村
弘前工芸舎・夏限定企画展

津軽こぎん刺し展

写真パネルで見る
「原爆と人間展」

ラリー
▼観覧料　無料
▼その他　19日以降は写真パ
ネルの貸し出しもできます。
■■問問法務文書課（☎40-0205）

▼とき　８月７日、９月４日、
10 月２日（いずれも土曜日）
の午前７時～11時
▼ところ　つがる弘前農業協同
組合本店（城東北４丁目）国道
７号沿いバイパス側駐車場
▼内容　農産物や加工品などの
販売
■■問問つがる弘前農業協同組合販売
部直販課店舗係（☎82-4205、
平日の午前９時～午後５時）

　友達同士や家族で参加を！み
んなで夏休みの思い出を作りま
せんか。
▼とき　①８月７日（土）～
21日（土）／②８月１日（日）
～31日（火）
▼内容　①電車の中に“お化け”
が登場 !? 普段とはちょっと違
うひんやりとした車両をお楽し
みください。／②弘南鉄道に関
する写真を Instagram（イン
スタグラム）で投稿すると、抽
選で豪華プレゼントが当たりま
す！
▼参加方法　①大鰐線の特定の
車両に“お化け”が乗っていま
すので、その車両を駅員に確認
して乗車してください（怖くな
ったら他の車両に移動を）。
※参加料は無料ですが、通常の
運賃がかかります。
②弘南鉄道の公式 Instagram
「＠konan_tetsudo」をフォロ
ーし、「#弘南鉄道しか勝たん」

つがる弘前軽トラ市

お化けでビックリ！プレゼン
トが当たってビックリ！！
～弘南鉄道で夏休み～

▼とき　８月 17 日（火）、午
前９時30分～ 11時
③竹で水鉄砲を作ってみよう！
　藤田記念庭園をガイドと散策
しながら庭の竹垣について学
び、竹の水鉄砲を作ります。
▼とき　８月 21 日（土）、午
前９時30分～ 11時
～共通事項～
▼対象　小学生＝各コース 10
人（②コースのみ高学年対象）
※各コース３日前までに事前の
予約が必要。
▼参加料　500円（材料費）
※別途入園料が必要（市内の小
学生は無料）。
▼持ち物　飲み物、タオル、②
コースのみ筆記用具
※動きやすい服装で参加を。
■■問問藤田記念庭園（☎37-5525）

▼とき　８月 11 日（水）～
15日（日）・28日（土）の午
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
※詳しくは問い合わせを。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　８月８日（日・祝）・
22 日（日）の午前 10 時～午
後３時（体験受け付けは午後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
ター他）

【ミドリシゲル～写真と造形～】
▼とき　８月 18 日（水）～
26日（木）

藤田記念庭園の夜間開園

鳴海要記念陶房館の催し

▼内容　叶芳隆さんが撮影した
写真と、宮地令子さんが作成し
た造形作品を展示
▼観覧料　無料

【電動ロクロ体験】
▼とき　８月 20日（金）・21
日（土）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　器づくり
▼講師　佐藤学さん（津軽千代
造窯）
▼体験料　1,800 円（飲み物
付き）
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、午前９時～
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。

【動物さんのもぐもぐ観察】
▼とき　８月 22
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
広場入場料がかかります／事前
の申し込みは不要）

【デイキャンプを楽しもう！】
▼とき　８月 28 日（土）、午
前10時～午後４時30分
▼内容　アウトドアクッキン
グ、じゃがいも掘り体験ほか
▼定員　５組（１組５人程度）
▼参加料　１組＝6,000円（オ
ートキャンプ場使用料・食材費
含む）
▼申し込み方法　８月 19 日
（木）までに電話で申し込みを。
～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）

弥生いこいの広場の催し 緑の相談所 ８月の
催し

【講習会】
●秋まき野菜の栽培
７日（土）、午後1時30分～
3時30分
●夏の病害虫防除
21日（土）、午後1時30分
～3時30分
▼定員＝各20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。

【展示会】
●観葉植物展
６日（金）～15日（日）

【訪問相談】
７日（土）・21日（土）
※庭木の出張診断です。電話
でお申し込みください。

【弘前城植物園…今月見られ
る花】
スモークツリー、ハス、ノウ
ゼンカズラ、ハギなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、午前９時～午
後５時）

　今年のファッション甲子園
は、衣装、ＰＲ動画、写真によ
る作品審査で実施します。
　応募総数 35 都道府県、95
校、1,299 チーム、2,248 枚
の中から選ばれた 34チームの
作品が、弘前に集結！
▼とき　８月 22 日（日）、午
後１時30分～（配信予定）
▼視聴方法　ファッション甲子
園公式ホームページ（http://
www.f-koshien.com）でご確
認ください。
■■問問ファッション甲子園実行委員
会事務局（弘前商工会議所内、
☎33-4111）

ファッション甲子園 2021
審査結果をライブ配信！

●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
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氏名・年齢・電話番号・スカイ
ライン参加と明記の上申し込み
を。後日、参加申込書を送付し
ます。
■■問問弘前歩こう会事務局（今井さ
ん、 〒 036-8333、 若 党 町
75 の２、☎兼■■ＦＦ 32-9272、
■■ＥＥ fumisato＠infoaomori.
ne.jp）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　仲町地区や弘前城周辺の武家
屋敷を歩きながら探訪します。
▼とき　９月 10 日・17 日・
24 日（いずれも金曜日）、午
後１時30分～３時 30分。
▼集合場所　３回とも、公開武
家住宅「旧伊東家住宅」前（若
党町）に開始までに集合
▼対象　原則、全日程に参加で
きる市民＝30人
▼参加料　3,000 円（１日あ
たり1,000円／初日に徴収）
▼持ち物　筆記用具
▼申し込み方法　８月 30 日
（月・必着）までに、郵送また
はファクスで、郵便番号・住所・
名前・年齢・電話番号・街ある
き講座と明記し、申し込みを。
■■問問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 fumisato ＠
infoaomori.ne.jp）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

教室・講座

▼とき　12月までの土曜日（全
10回）、午後１時～３時

弘前の武家屋敷街あるき講座

伝統文化子ども着つけ教室

※詳しい日程は問い合わせを。
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）ほか
▼内容　浴衣の着つけ・帯結び、
日本の行事、日常のマナー、風
呂敷の使い方、花嫁・
花婿体験など
▼対象　小・中学生
＝20人
▼参加料　1,000円
（全10回分）
▼持ち物　浴衣・半幅帯・小物
一式（貸し出しあり）、足袋、
風呂敷（約68㎝）
▼申し込み方法　ホームページ
の申し込みフォームから申し込
みを。
■■問問青森わごころの会事務局（☎
050-6867-5408、■■ＥＥ aomori
_wagokoro@yahoo.co.jp、
■■ＨＨ http://aomori-wagokoro
nokai.jimdo.com）

【Learning English using 
Technology　英語学習での
テクノロジーの使い方】
　スマートフォ
ンアプリやウェ
ブサイトを活用
して、効果的に
英語を学ぶ方法
を紹介します。
▼とき　９月４日（土）
　　　　午後２時～３時30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階大会議室
▼講師　エドワード・フォーサ
イスさん（弘前学院大学文学部
教授）
▼対象　市内に在住または通
勤・通学している人＝30人（先
着順）
▼参加料　無料
■■問問８月 30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

国際理解講座

がな〉・電話番号を記入）で、
中央公民館（☎ 33-6561、■■ＦＦ
33-4490、 ■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）へ。

　日本語の文法と教え方（理論
と実践）を、オンラインで学べ
ます。日本語指導に興味がある
人など、どなたでも気軽にお申
し込みください。
▼とき　８月 21日（土）・28
日（土）、午前10時～正午（全
２回、オンライン会議システム
「Zoom」を使用）
▼定員　10人（先着順）
▼受講料　無料（ただし閲覧に
かかる通信料は自己負担）
▼申し込み方法　８月 18 日
（水）までに、電話かEメール
で申し込みを。
■■問問 IJEC事務局（☎38-7707、
■■ＥＥ i.nihongo.e.c@ijec.jp、■■ＨＨ
http://www.ijec.jp/）

オンライン IJEC 夏期公開講
座「日本語を教えてみよう」

【一体感と達成感のラフティン
グツアー】
　白神山地を源流とする清流
「岩木川」でラフティングを楽
しむ、アクティブな婚活イベン
トです。
▼とき　８月 28 日（土）、午
後０時30分～５時 45分
▼ところ　JR 弘前駅城東口に
集合→西目屋スポーツ交流セン
ター（西目屋村田代字名坪平）
→ JR弘前駅城東口で解散
▼対象　20 歳から 39 歳まで
の独身で、弘前圏域市町村（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）在住または結婚後にこ
れらの市町村に住む意思のある
人＝男女各６人
▼参加料　男性＝ 3,000 円／
女性＝2,000円
▼申し込み方法
８月 20 日（金）
までに、申し込み
フォーム（QRコ
ード）から申し込みを。
■■問問 A’GROVE（エイグローヴ、
☎080-2836-1735、■■ＥＥ staff
@a-grove.com）

▼とき　９月４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　チェロ（菊地謙太郎さ
ん）とコントラバス（鈴木愛理
さん）による二重奏
▼定員　15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
がかかります）
▼観覧料　高校生以上＝ 100

ひろさき広域婚活支援事業
実行委員会のイベント

ラウンジのひととき

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。
▼申し込み方法　８月４日（水）
から、電話または郷土文学館受
付で申し込みを。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

　俳人・金子兜太（とうた）の
ドキュメンタリー映画『天地
悠々　兜太・俳句の一本道』を
上映します。
▼とき　９月 11 日（土）、午
前10時～ 11時 30分
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼定員　25人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 11 日
（水）から、電話または郷土文
学館受付で申し込みを。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

　ウォーキングサッカーは、サ
ッカー発祥の地・イギリスで生
まれた体への負担の少ない「歩
く」サッカーです。日頃運動す
る機会が少ない人も、楽しく体
を動かしてみませんか。
▼とき　９月４日（土）、午前
10 時～ 11 時 30 分（受け付
けは午前９時30分～）
※小雨決行、大雨の場合は中止。
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）多目的広場
▼講師　黒部能史さん（弘前リ
ードマン、弘前Ｊスポーツプロ
ジェクト理事長）
▼対象　18 歳以上の市民＝

無料映画上映会

笑（わら）うぉーきんぐサッカー

20人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　動きやすい服装、運
動靴、汗拭きタオル、飲み物
※サッカーの用具は持参不要。
▼申し込み方法　８月 27 日
（金・必着）までに、市役所、
その他市の公共施設に設置され
ているチラシ裏面の「参加申込
書」に必要事項を記入の上、フ
ァクス、郵送、持参などで申し
込みを。電話・Eメールでも可。
■■問問市民協働課協働推進係（〒
036-8551、上白銀町１の１、
市役所２階、☎ 40-7108、■■ＦＦ
35-7956、■■ＥＥ shiminkyoudo
u@city.hirosaki.lg.jp）

　自動車を一時通行止めにした
「津軽岩木スカイライン」を歩
いてみませんか。
▼とき　９月５日（日）
※雨天決行。ただし、雷雨や警
報等発令時は中止。
▼集合時間・場所　午前６時
45 分までに JR 弘前駅城東口
観光バス駐車場へ集合。
※往復とも専用貸し切りバスを
利用。帰りは午後２時 30分頃
に岩木山８合目駐車場を出発予
定。スカイライン閉鎖時間は午
前８時30分～午後０時30分。
▼コース　Ａコース＝ 10km
／Ｂコース＝５km／Ｃコース
＝３km
▼対象　原則として小学生以上
（小学校２年生以下は、高校生
以上の保護者同伴）
※体の不自由な人も参加可能で
すが、事前にご連絡ください。
▼参加料　１人 3,000 円（中
止の場合も返金しません）
▼申し込み方法　８月 20 日
（金・必着）までに、郵送また
はファクスで、郵便番号・住所・

津軽岩木スカイラインを
歩いてみよう会

８
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］

★天の川とペルセウス座流星
群特別観察会
▼とき　11 日（水）～ 15
日（日）、午後7時～ 9時
★定例観察会「木星・土星・
月面」
▼とき　21日（土）
　　　　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）
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ー会員）
▼対象　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　藍で模様を入れたい
木綿製品１つ（ハンカチ、バッ
グなど）
※模様のサイズは 14㎝× 12
㎝／作業がしやすく、汚れても
いい服装で参加を。
▼申し込み方法　８月 20 日
（金・必着）までに、往復はが
き（教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で申し込みを。
※往復はがき１枚につき２人ま
で応募可。応募多数の場合は抽
選で決定し、８月 27 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.hirosa
ki.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）

　弘前の観光の
ことを楽しく学
び、観光ボラン
ティアガイドに
なりませんか。
▼とき　９月５日（日）…①午
前９時 30分～、②午前 11時
～／ 11日（土）…③午前９時
30 分～、④午前 11 時～／
12 日（日）…⑤午前９時 30
分～、⑥午前11時～
▼ところ　市立観光館（下白銀
町）多目的ホール
▼内容と講師　
①「そもそも観光ガイドとはナ

観光ボランティアガイド
養成講座

ニ？」…坂本崇さん（弘前観光
コンベンション協会前事務局
長）
②必修「今のうちにマスターし
よう！インバウンドのおもてな
し」…鈴木真由美さん（インバ
ウンドコーチ）
③必修「弘前公園の歴史その２」
…福井敏隆さん（弘前市文化財
審議委員長）
④「岩木山をのぞむ縄文人の祈
りの場　大森勝山遺跡」…蔦川
貴祥さん（文化財課埋蔵文化財
係長）
⑤必修「津軽のねぷた・ねぶた
について」…成田敏さん（民俗
研究家）
⑥「津軽の伝統工芸」…成田敏
さん（民俗研究家）
　１講座＝１単位として、上記
６講座中、必修を含めた４単位
取得後、９月中に実施予定の弘
前公園実地研修を修了した人
は、観光ボランティアガイドの
会の入会資格が取得できます。
▼受講料　無料
▼定員　各50人（先着順）
※事前の申し込みが必要／申し
込み方法などは弘前観光コンベ
ンション協会ホームページ（ht
tps://www.hirosaki-kanko.
or.jp）で確認するか問い合わ
せを。
■■問問弘前観光コンベンション協会
（☎ 35-3131、平日の午前９
時～午後５時）

　学ぶ市民のためのパソコン講
座です。

【エクセル 2019 応用講座】
▼とき　９月 14 日・21 日・
28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

市民ボランティアによる
パソコン講座

（末広４丁目）
▼内容　表計算ソフト（エクセ
ル2019）の活用方法など
※エクセル 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　エクセ
ル 2019 入 門
講座を受講し
た、または普段
からエクセル 2019 を使用し
ている市民＝16人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、ＵＳＢメ
モリ、昼食
■■問問８月 15日（日）以降に、電
話か来所で学習情報館（総合学
習センター内、☎ 26-4800）
へ申し込みを。

【レクリエーション感覚ではじ
めてのボッチャ】

　パラリンピ
ックの正式種
目『ボッチャ』
を体験してみ
ませんか。正

式ルールの半分のサイズのコー
トと簡略化したルールで、レク
リエーション感覚でボッチャを
楽しみます。
▼とき　８月21日（土）
　　　　午後１時30分～３時
▼申込期限　８月20日（金）

【モデルルーム見学で学ぶ高齢
者住宅引っ越し＆断捨離講座】
　自宅から高齢者住宅に引っ越
すとき、必要な家具や日用品に
はどんなものがあるか、処分す
べきものは何かについて、実際
に家具を設置済みのモデルルー
ムを見学しながら学びます。
▼とき　８月28日（土）
　　　　午後１時30分～３時
▼申込期限　８月27日（金）
～共通事項～
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼対象　50歳以上の人＝各６
人（先着順）
※50歳未満の人は要相談。
▼参加料　無料
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）

アクティブシニア向け講座

▼とき　８月29日（日）、午前
10時30分～午後２時30分
▼ところ　弘前大学理工学部
（文京町）
▼内容　暗号技術を支える数学
▼対象　中学・高
校の数学担当教
員、数学に興味の
ある市民・高校生
＝40人
▼受講料　無料
▼申し込み方法　申込書に必要
事項を記入し、８月17日（火・
必着）までに､ 郵送かファクス
で申し込みを。
※申込書は、弘前大学理工学部
数物科学科ホームページ（http
s://www.st.hirosaki-u.
ac.jp/̃mathsci/mathphys/）
からダウンロードを。
■■問問弘前大学大学院理工学研究科
総務グループ総務担当（〒
036-8561、文京町３、☎39
-3510、■■ＦＦ 39-3513）
※あおもり県民カレッジの単位
認定講座。

▼とき　９月４日（土）、①午
前 10時～ 11時、②午後１時
～３時

弘前大学公開講座
「夏休みの数学 2021」

柴田学園大学短期大学部
公開講座

▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼講座名　①親子で遊ぼう！
②保育所給食～食育～
▼対象　①１・２歳の子どもと
その保護者＝ 10組（保護者と
子ども１人ずつで１組）
②保育所の給食担当者＝20人
▼受講料　①無料、②200円
▼申し込み方法　８月 28 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
を明記）で申し込みを。
※応募多数の場合は抽選となり
ます。受講者にははがきで受講
票を送りますので、当日持参を。
そのほか出前講座も行っていま
す。詳しくはホームページをご
覧ください。
■■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/）

　環境にやさしい藍の擦り染め
で、こぎん刺し模様の作品を作
ってみませんか。
▼とき　９月４日（土）
　　　　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

藍擦り染め体験教室

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

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

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

弘こ

図書館休館日８月

※変更となる場合があります。

相

岩

岩 相
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　認知症の症状軽
減、発症予防を目
的とした認知症ケ
ア講座です。水分・
栄養・運動・排泄の４つのポイ
ントを軸に「体調を整えるケ
ア」、「平穏な心理を保つケア」
を学びます。
▼とき　①９月 15 日（水）、
② 10 月 13 日（水）、③ 11
月 19 日（金）、④ 12 月 23
日（木）、⑤令和４年１月 26
日（水）、⑥２月 24 日（木）、
午後１時～４時30分
▼ところ　市役所３階防災会議
室
▼内容　基礎コース…①のみ受
講／実践コース…①～⑥のすべ
てを受講（自宅や施設で実践し
たケアや内容について、講師か
らアドバイスをもらえます）
▼講師　竹内孝仁さん（日本自
立支援介護・パワーリハ学会会
長）、大里めぐみさん（東京武
尊会東京令和館中野介護部長）
／昨年度結果報告…東谷康生さ
ん（七峰会事務局長）
▼対象　市内で認知症の人を介
護している家族および施設の職
員＝各コース10人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 31 日
（火）までに、申込用紙に必要
事項を記入の上、介護福祉課（市
役所１階）に提出を。申込用紙
は介護福祉課窓口か、市ホーム
ページからダウンロードできま
す。
■■問問介護福祉課（☎40-4321）

　日本の文化である日本舞踊を
通して、着物の着装、礼儀作法

ひろさき認知症あんしん生活
実践塾

弘前市日本舞踊教室弘扇会

等を学びます。参加者は随時募
集しています。
▼とき　令和４年１月までの毎
月２回（土曜日）、午後２時～
４時
※発表会が年１回あります。
▼ところ　西川扇華栄日本舞踊
稽古所（城東）、泉野コミュニ
ティセンター
▼対象　３歳～高校生
▼参加料　無料
※浴衣の貸し出し有り。詳しく
は問い合わせを。
■■問問日本舞踊教室弘扇会（鹿内さ
ん、☎ 090-3365-3628、■■ＥＥ
sen.n.1026@icloud.com）

　日本舞踊を通し
て、礼儀作法や浴衣
の着方を学びます。
参加者は随時募集
しています。
▼とき　令和４年１月までの毎
月２回（第２・第４の土曜日ま
たは日曜日）、午前 10 時 30
分～午後０時30分
※発表会が年２回あります。
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）
▼対象　４歳～高校生（保護者
の参加も可）
▼参加料　無料
※詳しくは問い合わせを。
■■問問西川菊静日本舞踊教室（☎
090-6629-4287、 ■■ＦＦ 37-
5450）

  

 その他

　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、

伝統文化親子日本舞踊教室

夜間・休日納税相談の
ご利用を

夜間・休日納税相談日を設けて
います。
▼夜間納税相談　８月 16 日
（月）～ 20 日（金）の午後５
時～７時30分
▼休日納税相談　８月 22 日
（日）の午前９時～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、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）

　広報ひろさき７月 15日号で
お知らせした敬老大会の中止に
伴い、敬老大会の対象者に記念
品を贈呈します。記念品の発送
は９月末頃を予定しています。
▼対象者　令和４年４月１日時
点で 75歳以上の市内に住所が
ある人
■■問問介護福祉課高齢福祉係（☎
40-7114）

　弘前城植物園
（弘前公園内）の
バラやハナショ
ウブの花がら取
り、せん定作業
などを体験してみませんか。
▼とき　８月 18日（水）・19
日（木）、午前９時30分～ 11
時 30時
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　飲み物、手袋、タオ

令和３年度敬老大会中止に
伴う記念品の贈呈について

ボランティア活動
「みどりフレンズ」大募集！

ル等
※動きやすく、汚れてもいい服
装で参加を／悪天候時は中止。
■■問問藤田記念庭園（☎37-5525）

　公共下水道の処理区域が８月
１日から広がります。
▼対象　向外瀬５丁目の一部
　新たな処理区域の
皆さんには、下水道
の接続などについて
の案内を送付します
ので、早めの水洗化
にご協力ください。水洗化工事
に必要な資金の融資あっせん制
度などがありますので、お問い
合わせください。
■■問問上下水道部営業課給排水係
（岩木庁舎、☎55-6895）

【バス運行】
　８月 13日（金）のお盆の日
は、久渡寺線の路線バスが墓地
公園を経由して運行します（一
部時間帯を除く）。
▼臨時停留所　墓地公園、墓地
公園入口
▼料金　バスターミナルから臨
時停留所まで片道400円

【園内交通規制】
　８月 13日は混雑が予想され

下水道の処理区域が
広がります

墓地公園へのバス運行と
園内交通規制のお知らせ

ますので、園内の一部を一方通
行とする交通規制を行います。
車で来園する場合はご注意くだ
さい。
　詳しい内容は園内に設置する
案内看板か市ホームページで確
認できます。
■■問問 環境課弘前霊園担当（☎
40-7035）／墓地公園管理事
務所（小沢字井沢、☎ 88-
3553）

　弘南鉄道大鰐線で大好評のサ
イクルトレインを、弘南線でも
利用時間限定で試行します！各
種乗車券を持っている場合、1
台に限り無料で自転車を電車内
に持ち込めます。ぜひご利用く
ださい。

▼試行期間　８月 31日までの
土・日曜日、祝日
▼利用可能時間　弘前発…午前
９時 50分～午後２時 50分の
列車／黒石発…午前９時 40分
～午後２時40分の列車
※弘南線全駅（13駅）での乗
降が可能／乗降は指定のドアを

弘南線でサイクルトレインを
試行します！

利用し、自転車の積み込み場所
は後部車両／事前の予約は不
要。ただし３台以上のグループ
での利用は、利用する駅に確認
が必要。
▼料金　乗車料金のみ
※詳細は、弘南鉄道
ホームページ（QR
コード）をご覧くだ
さい。
■■問問地域交通課（☎35-1124）

　課税対象者に
は納税通知書を
送付しますので、
納期限までに納めてください。
▼対象　一定の事業を個人で営
む人のうち、前年の事業による
収入から必要経費、事業主控除
（年290万円）などを差し引い
た後に所得のある人
▼納期　１期＝８月／２期＝
11月（ただし、税額が１万円
以下の場合は１期のみ） 
▼納付方法　納税通知書を持参
し、最寄りのコンビニエンスス
トア、金融機関で納付を。口座
振替も利用できます。
※詳しくは県ホームページで確
認を。
■■問問中南地域県民局県税部課税第
一 課（ ☎ 32-1131、 内 線
228、■■ＨＨ https://www.pref.
aomori.lg.jp/life/tax/003_
07kojinjigyou.html）

個人事業税の納付

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告
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　求職中であれば誰でも無料で
参加でき、面接も可能です。
27日（金）は医療従事者に関
する内容です。
▼とき　①８月10日（火）・②
27日（金）、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　①…20人程度、②…
制限なし
▼参加企業数（予定）　①…３
社以上、②…３～６社程度
▼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
職者は、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
までに申し込みが必要）。
■■問問 I・M・S（弘前就労支援セ
ンター内、ヒロロ〈駅前町〉３
階、☎55-5608）

　市内企業の採用
担当者からオンラ
インで仕事の内容
や福利厚生などの
説明が受けられるほか、チャッ
ト機能を利用した意見交換タイ
ムも設けています。気軽にお申
し込みください。
▼とき　８月26日（木）
　　　　午後１時～５時
▼対象　高校生や大学生、U
ターン希望者など、市内企業へ
の就職を検討している人

求人説明会・ミニ面接会

スマホから「オンライン企業
説明会」に参加しませんか？

▼参加料　無料
▼参加企業・申し
込み方法　特設ホ
ームページ（QRコ
ード）でご確認く
ださい。
■■問問 I・M・S（土手町、☎ 32-
5801）

　これからのキャリアプランを
考える、女性限定のオンライン
セミナーです（希望者にはキャ
リアコンサルティングも実施）。
▼とき　セミナー…8月 19日
（木）、午前 10 時～ 11 時 30
分／キャリアコンサルティング
…8月 19日（木）・21日（土）・
25日（水）
※時間等の詳細はホームページ
を確認してください。
▼講師　中野綾子さん（キャリ
アコンサルタント）
▼対象　在職中または求職中の
女性＝30人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼受講料　無料（ただし閲覧に
かかる通信料は自己負担）
▼申込期限　８月15日（日）
■■問問青森キャリア形成サポートセ
ンター（☎ 017-723-5315、
■■ＨＨ https://carisapo.mhlw.
go.jp）

　女性を応援する個別相談会で
す。女性アドバイザーが優しく
丁寧に対応します。

▼とき　毎月第３金曜日、①午
前 10 時～ 11 時 30 分、②午
後１時～２時 30分、③午後２
時30分～４時

私のための「私」活躍セミナー

女性創業相談 DAY

▼ところ　青森県信用保証協会
弘前支所（弘前商工会議所〈上
鞘師町〉３階）
▼対象　創業予定または創業後
間もない（５年未満）女性
▼受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■■問問 青森県信用保証
協会創業支援課（☎
017-723-1356）
または右の QR コ
ードから申し込みを。

▼とき　８月24日（火）
　　　　午後３時～３時20分
▼対象　高校生、大学生、短大
生、専門学校生ほか、45歳未
満の求職者
▼参加料　無料（ただし閲覧に
かかる通信料は自己負担）
▼その他　オンライン会議シス
テム「Zoom」を使用。詳しく
はホームページで確認を。
■■問問ジョブカフェあおもり（☎
017-731-1311、 ■■ＨＨ http://
www.jobcafe-aomori.jp/
aozemi/）

　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、りんご生産作業に従事した
い人を募集しています。
▼作業期間　８月下旬から 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　りんごの葉取り、
玉回し、収穫など
※りんご以外の農作業について

就活あおゼミ

農作業従事者を募集

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　園主との相談の上決定
▼採用方法　面談による選考
■■問問弘前市農業無料職業紹介所
（ 上 白 銀 町、 ☎ 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、
☎ 82-1052）、JA相馬村農作
業従事者無料職業紹介所（五所
字野沢、☎ 84-3215）、JA津
軽みらい石川グリーンセンター
（石川字家岸、☎92-3311）
※いずれも受け付けは平日の午
前８時30分～午後５時。

【自分で帳簿をつけて申告して
みよう！農業所得の青色申告】
　ひろさき農業総合支援協議会
では、農業経営力向上のため、
これから青色申告に取り組むこ
とを検討している農業者を対象
に、青色申告研修会を開催しま
す。
▼とき　８月 17 日（火）、午
後１時～５時頃／ 18日（水）、
午前９時30分～午後５時頃
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼内容と講師
17 日…青色申告の始め方、収
入保険について、農業の青色申
告の概要、損益計算書勘定科目
の仕分けの考え方／講師＝税務
署職員、NOSAI 青森、青森県
農業会議、公認会計士等
18日…複式簿記の基礎、青色

農業者向け青色申告研修会

申告ソフト紹介／講師＝青森県
農業会議等
※内容や講師等に変更が生じる
ことがあります。１日目のみ、
２日目のみの参加も可能です
が、できるだけ両日に参加して
ください。
▼対象　これから青色申告を始
めることを検討している市内の
農業者＝各日35人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 12 日
（木）までに、電話かファクス、
Eメールのいずれかで、ひろさ
き農業総合支援協議会事務局に
申し込みを。
※氏名・電話番号・参加希望区
分（１日目のみ・２日目のみ・
両日）をお知らせください。
■■問問ひろさき農業総合支援協議会
事務局（農政課内、☎ 40-
0767、■■ＦＦ 32-3432、■■ＥＥ nina
ite@city.hirosaki.lg.jp）

　身の回りにあるさまざまな紙
の芯を使った、子どもたちのア
イデアあふれる作品を募集しま
す。作品はプラザ棟に展示し、
来場者の一般投票でプラザ賞を
決定！応募者には全員に参加賞
を贈呈します。
▼対象　弘前市、平川市、大鰐
町、藤崎町、板柳町、西目屋村
の小学生および特別支援学校の
児童（個人またはグループ）
▼応募規定
○材料…メインの
部分が紙の芯であ
れば、他の部分の
材料の種類は問い
ません。
○大きさ…40㎝× 40㎝× 40
㎝以内
○その他…他のコンテスト（学
校内のものを除く）に出品した

「第 16 回廃品おもしろ工夫
展 in プラザ棟」の作品募集！

ことがないもの
▼応募方法　申込用紙に必要事
項を記入し、８月 24 日（火）
～９月５日（日）の午前９時～
午後４時に、弘前地区環境整備
センタープラザ棟（町田字筒井）
へ、個人・グループ・学校ごと
に作品を持ち込んでください。
申込用紙と募集要項は弘前地区
環境整備センタープラザ棟で配
布しているほか、ホームページ
（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kankyoseibi/
plaza/）からダウンロードで
きます。
▼作品展示期間　９月 11 日
（土）～11月７日（日）
▼一般投票期間　９月 11 日
（土）～10月 31日（日）
※表彰式は中止または内容を変
更する場合があります。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（☎ 36-3388、月曜日
〈月曜日が祝日の場合は翌日〉
は休み）

　10月１日から全国一斉に始
まる「赤い羽根共同募金」運動
に先駆け、今年は８月１日から
ピンバッジ募金を開始します。
　弘前市共同募金委員会事務局
窓口で 500 円以上募金をした
人に、今年は「弘前ねぷた」と
「たか丸くん」
がコラボした
デザインのピ
ンバッジ（数
量限定）を進
呈します。
　集まった募金は、地域の福祉
活動へ役立てられますので、皆
さんのご協力をお願いします。
■■問問弘前市共同募金委員会事務局
（宮園 2丁目、弘前市社会福祉
協議会内、☎33-1161）

「赤い羽根共同募金」運動へ
ご協力を

雇用契約

紹介・あっせん紹介・あっせん

求職
申し込み

無料職業紹介所

求人者
（農家）

求職者
（働き手）

求人
申し込み
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【献血バスの受け入れ事業所を
募集】
　献血バスの大きさは、長さ
11m、幅３m、高さ3.5mです。
検討したい事業所は、弘前総合
保健センター（☎ 37-3750）
または青森県赤十字血液センタ
ーまで連絡を。

【ラブラッド会員を募集】
　献血Web会員サービス・ラ
ブラッドの会員になると、イン
ターネットで献血後の血液検査
の結果照会や成分献血の予約な
どができるほか、献血に関する
イベントなどの情報を受け取る
ことができます。また、ポイン
トを貯めて記念品と交換するこ
ともできます。登録は、ラブラ
ッドのホームページ（https://
www.kenketsu.jp/Login）
から。
■■問問青森県赤十字血液センター
（☎017-741-1512）

　弘前愛盲協会音訳グループ
「しらゆり会」では、目の不自
由な人に広報ひろさきの録音
（音訳）版を作成しています。
音訳ボランティアに興味がある
人は参加してみませんか。
▼とき　９月９日～ 11 月 25

青森県赤十字血液センター
からのお知らせ

音訳奉仕員養成講座

日の毎週木曜日、午後２時～４
時（全12回）
▼ところ　弘前市社会福祉セン
ター（宮園２丁目）中会議室
▼対象　全 12 回受講が可能
で、パソコンを持っていて簡単
な操作ができ、講座終了後、音
訳ボランティア活動に参加でき
る、おおむね65歳までの人
▼受講料　無料
■■問問８月 20日（金）までに、弘
前市身体障害者福祉センター
（岩木保健福祉センター内、☎
88-6761、■■ＦＦ 88-6762）へ
申し込みを。

　放送大学は、BS放送やイン
ターネットを利用して授業を行
う通信制の大学で、心理学・福
祉・経済・歴史・文学など幅広
い分野を学ぶことができます。
▼出願期限　９月14日（火）
※詳しくは放送大学ホームペー
ジ（https://www.ouj.ac.jp）
をご覧ください。
■■問問放送大学青森学習センター
（文京町、☎38-0500）

　一般市民も大学院の授業科目
を受講することができる、弘前
大学大学院人文社会科学研究科
（市民カレッジ）の受講生を募
集します。

放送大学 10 月入学生募集

市民カレッジ受講生の募集

▼募集人数　若干名
▼受講資格　４年生大学を卒業
した人（または同等の学力を有
する人）
▼ 受 講 料　１科目（90 分×
15回）あたり1万 1,500 円
▼申し込み方法　８月 31 日
（火）までに電話かＥメールで
連絡を。受講申込書などを送り
ます。
　詳しくはホームペ
ージ（QR コード）
から確認を。
■■問問弘前大学人文・地域研究科教
務グループ（☎ 39-3941、■■ＥＥ
jm3941@hirosaki-u.ac.jp）

▼願書受付期間　12 月 24 日
（金）～ 28日（火）、令和４年
１月５日（水）～12日（水）
※平日は午前９時～午後４時、
土曜日は午前９時～午後１時／
願書・要項は聖愛中学校事務室、
または８月 21日（土）の体験
入学で受け取ることができるほ
か、ホームページからもダウン
ロードできます。
▼試験日　１月15日（土）
▼合格発表　１月19日（水）
▼入学手続き　１月20日（木）、
午後３時まで
■■問問弘前学院聖愛中学校（原ケ平
字山元、☎87-1411、■■ＥＥ jimu
@seiai.ed.jp、■■ＨＨ https://se
iai.ed.jp/）

弘前学院聖愛中学校入試日程

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岩木山総合公
園ボッチャ交流
大会

８月 21日（土）、午前９
時20分～午後３時45分

岩 木 山総
合公園（百
沢字裾野）
体育館

ボッチャの
大会

市民＝ 36
人（先着順
／チームで
の 申 込 も
可）

 300円

８月 18 日（水）までに、
岩木山総合公園（☎ 83-
2311、■■ＦＦ 83-2635、■■ＥＥ
info@iwakisansportspa
rk.com）へ。
※弘前駅前より無料シャト
ルバスあり（要予約）。

②プールで筋ト
レ・脳トレ水中
ウォーキング教
室

①８月23日～10月４日
の毎週月曜日（ただし９月
20 日を除く）、午前９時
30分～10時 30分
②８月26日～10月７日
の毎週木曜日、午前10時
～11時 河 西 体育

センター

水中ウオー
キングの基
本など

市民＝ 15
人程度

無料

８月 14日（土・必着）ま
でに、河西体育センター（〒
036-8316、石渡１丁目
19の１、☎38-3200）へ。
（※１）、（※３）

③かけっこ教室

８月 23 日（月）・26 日
（木）・30 日（月）、９月
１日（水）・９日（木）・
13日（月）・16日（木）、
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

８月 14日（土・必着）ま
でに、河西体育センター（〒
036-8316、石渡１丁目
19の１、☎38-3200）へ。
（※１）、（※２）

④プールで体力
づくり教室

８月23日～10月４日の
毎週月曜日（ただし、９月
20 日を除く）、午後１時
～２時 温水プー

ル石川（小
金崎字村
元）

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

市民＝ 30
人程度

８月 14日（土・必着）ま
でに、河西体育センター（〒
036-8316、石渡１丁目
19の１、☎38-3200）へ。
（※１）、（※３）

⑤水泳教室
（クロール）

８月24日～９月10日の
毎週火・金曜日、午後１時
～２時

クロールの
呼吸練習

呼吸が苦手
で 25 ｍ泳
げない市民
＝15人

８月 15日（日・必着）ま
でに、温水プール石川（〒
036-8123、小金崎字村
元125、☎49-7081）へ。
（※１）、（※３）

⑥～認知症を予
防しよう！～
☆楽しく健康教
室☆

８月26日～ 10月 14日
の毎週木曜日（ただし、９
月 23日を除く）、午後１
時30分～２時30分

金 属 町体
育センタ
ー集会室

軽いリズム
体操や脳ト
レなど

市民＝ 12
人

８月 16日（月・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）

⑦青森県武道館
ダンスワークシ
ョップ「SPECIAL 
DANCE」

９月 12 日（日）、午前
10時～午後２時

青森県武
道 館（ 豊
田２丁目）

ダンス教室
小学生以上
＝ 60 人
（先着順）

７月 31 日（土）～ 8 月
28 日（土）に、青森県武
道 館（ ☎ 26-2200、 ■■ＦＦ
26-2206、水曜日は休み）
へ。

⑧硬式野球体験

９月21日～ 12月 20日
の毎週月・火・木曜日、午
後６時30分～９時
※日程の詳細は申込時に確
認を。

克雪トレ
ーニング
センター、
はるか夢
球 場（ 豊
田２丁目）

基礎体力ア
ップのため
のトレーニ
ング、基礎
指導、技術
指導など

中 学 生 ＝
20人

1万2,000
円（全 12
回 分、 傷
害 保 険 料
を含む）

８月１日（日）から、克雪
トレーニングセンター（☎
27-3274）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。／（※３）…水着・水泳帽・ゴーグル（⑤のみ）の持参を。／共通事項…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。詳しい持ち物などは各施設に確認を。

各種無料相談など
名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

行政書士弘前コスモス
会による無料相談会

８月18日（水）、午後１
時 30分～３時 30分

ヒロロ（駅前
町）３階多世
代交流室

相続、遺言、成年後見などの相談（事前の申
し込みは不要）

弘前コスモス会（ふ
たば行政書士事務
所、☎88-8781）

専門家集団「らの会」
主催第 14 回無料セミ
ナー

８月 22 日（日）、午前
10時～ 11時 30分 市民会館（下

白銀町）中会
議室

おひとり様の終活について、自分の意思を活
かすためのセミナー（講師＝中谷恵さん〈社
会福祉士〉／定員＝ 20人／事前の申し込み
は不要）

専門家集団「らの
会」（三上さん、☎
38-1829）専門家集団「らの会」

主催第 18回無料よろ
ず相談会

８月22日（日）、午後１
時～４時（受け付けは午
後０時30分～３時30分）

弁護士、公証人、税理士、社会保険労務士、
司法書士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、
社会福祉士への相談（事前の申し込みは不要）
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名　称 内　容 と　き ところ

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。

８月 10 日（火）、午前９時～正午（相談日の
前日までに予約が必要。「こころの病気」の治
療をしていない人を優先）

弘前市
保健センター

（野田２丁目、
☎37-3750）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（相談日の前日までに予約が必要）

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、対象年齢から外
れると有料になりますので、体
調の良い時に計画的に接種しま
しょう。
　令和４年度に小学校に入学す
る予定の幼児は、麻しん風しん
混合２期予防接種の対象です。
接種していない人は早めに受け
ましょう。小学校６年生の児童
でまだ２種混合（ジフテリア・
破傷風）を受けていない人も忘
れずに接種しましょう。

【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。肺炎球菌が原因で起

こる肺炎の予防には、ワクチン
接種が最も有効です。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　今年度中に 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
▼自己負担額　5,000 円（生
活保護受給者は無料）
※新型コロナウイルスワクチン
を接種した人は、接種日から２
週間以上あけると接種できます。

【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、健診等
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。検
査の結果、抗体価が低い人で、
まだワクチンを接種していない
場合は早めに接種しましょう。
▼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
※現在お持ちのクーポン券は、
期限を延長して使用できます。

Health Information

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拡大の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。

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。

母子保健 　乳幼児の健康診査および離乳食教室の対象者には、個別に通知しています。詳しく
は個別通知をご覧ください。
　なお、いずれの健診も受診の際は母子健康手帳を持参してください（★の健診は健
康診査票が必要です）。

名　称 と　き　・　内　容 ところ・予約先
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★ 保健センターでの健診日＝８月 25 日（水）・26 日（木）／受付＝午後０時 20 分～１時 55 分
※保健センターでの健診を受ける前に必ず各指定医療機関での個別健診の受診を。 〈※１〉

３歳児 ８月４日（水）・５日（木）／受付＝正午～午後１時 25 分　〈※１〉
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

初期
（４～ 6 か月児）

９月６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）　〈※１〉

８月 15 日（日）までに、
駅前こどもの広場（駅
前町、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。

中期・後期
（7～11か月児）

９月３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）　〈※１〉

〈※１〉…予約制です（対象者には個別に通知）。詳しくは個別通知をご覧ください。

　夏場は細菌性食中毒が多発しま
す。食中毒予防の三原則を合言葉
に、家庭での食中毒を予防しましょう。
①付けない…調理前と食事前はしっかり手を
洗う。
②増やさない…生鮮食品を購入したら保冷に
努め、すぐ持ち帰る。調理品をすぐに食べな
い場合は、冷蔵庫で保管する。テイクアウト
した料理は早めに食べる。
③やっつける…加熱調理食品は中心部まで
しっかり加熱する。
■問い合わせ先　弘前保健所（☎33-8521）

おすすめポイント♥

なすのしそ巻き
File.116弘前市食生活改善推進員会  津軽の夏の定番レシピ

津軽の郷土料理「なすのしそ巻き」は、若い世代では食べたこと
がない人が多いようです。濃いめのみそ味は、暑くて食欲が落ち
た時やお弁当などにもぴったり。多めに作り、常備菜として冷や
して食べてもおいしい、津軽の夏の定番レシピです。

■１人分の栄養量
エネルギー／ 80kcal、たんぱく質／
1.9g、脂質／ 4.6g、カルシウム／
30mg、食塩相当量／ 1.1g

長なす ………………………２本
赤しその葉 ……………… 12枚
　　みそ ……………… 大さじ２
　　砂糖 ……………… 大さじ１
　　酒 ………………… 大さじ１
　　七味唐辛子 ……………少々
サラダ油 ……………………適宜
ごま油 ………………… 小さじ１

 材 料 ①長なすはヘタを除き、半分の長さに切ってから、
縦に３等分に切る（なすが太い場合は４等分）。
赤しその葉は洗って水気を切る。

②Aを混ぜ合わせ、ねりみそを作る。
③長なすの表面に②を塗り付け、赤しその葉を巻く。
④フライパンにサラダ油を引き、赤しその巻き終わ
りを下にして並べ、中火にかける。

⑤ふたをしてじっくりと４～５分焼き、しんなりし
てきたら転がして全面を焼く。最後にごま油を全体にかけて風味をつけたら出来上
がり。

A

３人分

26

▼とき　９月 10 日
（金）・16 日（木）・
22日（水）、10月５
日（火）・８日（金）・
15日（金）・26日（火）

の午前10時～午後２時30分（初日は午後１時～）
▼ところ　弘前市保健センター２階大会議室
▼内容　食育と健康づくり、生活習慣病予防、食
品衛生、バランス食、栄養計算など
※調理実習、試食あり。
▼対象　全日程を受講できる人で、講座終了後に
食生活改善推進員として食育活動に参加できる市
民＝10人（先着順）／託児あり（先着２人）
▼受講料　1,760円（テキスト代として）
▼申し込み方法　８月31日（火）までに、健康増
進課健康づくり総合推進担当（☎37-3750）へ申
し込みを。

食生活改善推進員

養成講座を開講！を開講！
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９月１日号の投稿募集 応募締め切り
８月10 日（火・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９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。

長
おさない

内 敦
あつき

己ちゃん
R2.8.28生（駒越）

吉
よしの

野 緋
ひ な

夏ちゃん
R2.8.5生（桔梗野 4）

下
しもやま

山 凌
り お

央ちゃん
R2.8.12生（独狐）

下
しもやま

山 彩
さ ら

咲ちゃん
R2.8.10生（悪戸）

福
ふくし

士 乃
の の か

々花ちゃん
R2.8.27生（清原 2）

種
たねいち

市 椛
か の

乃ちゃん
R2.8.25生（青山４）

對
つしま

馬 杏
あんな

奈ちゃん
R2.8.3生（川先 1）

鈴
すずき

木 絢
けんしん

心ちゃん
R2.8.21生（安原 2）

木
きむら

村 桃
ももき

綺ちゃん
R2.8.20生（石渡 4）

水
みずかみ

上 凛
り お

音ちゃん
R2.8.26生（取上）

齋
さいとう

藤 乙
おとは

葉ちゃん
R2.8.1生（早稲田 2）

須
すとう

藤 咲
さくと

采ちゃん
R2.8.18生（笹舘）

笹
ささだ

田 徠
ゆきと

斗ちゃん
R2.8.4生（広野 1）

佐
さとう

藤 琉
る き

樹ちゃん
R2.8.12生（宮園 3）

森
もりの

野 紡
つむぎ

衣ちゃん
R2.8.5生（広野 2）

前
まえだ

田 好
らいく

虹ちゃん
R2.8.16生（鼻和）

８
黒
くろぬま

沼 琉
るのん

音ちゃん
R2.8.29生（堅田）

山
やまもと

本 樹
いつき

輝ちゃん
R2.8.6生（青山 3）

續
つづきいし

石 小
こなつ

夏ちゃん
R2.8.5生（広野 2）

鳴
なるみ

海 大
たいが

我ちゃん
R2.8.8生（青樹町）

秋
あきもと

元 栄
えいと

斗ちゃん
R2.8.7生（鷹匠町）

相
あいざわ

澤 來
き お

旺ちゃん
R2.8.6生（中崎）

菊
きくち

地 陽
はると

仁ちゃん
R2.8.3生（泉野 2）

近
こんどう

藤 生
は る

流ちゃん
R2.8.10生（高田 2）

※
川
柳
は
、
す
べ
て
応
募
者
の
表
記
に
し
た
が
っ
て
い
る
た
め
、
一
部
当
て
字
な
ど
で
表
記
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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各地で行われた
イベントやまちの話題を
お届けします★

 

ミニチュア建造物の修理

６月18日　追手門広場内（下白銀町）

養生幼稚園ねぷた運行

７月11日　養生幼稚園（元長町）～弘前中央市民広場（元長町）

藤田記念庭園　夜間開園

６月26日　藤田記念庭園（上白銀町）

夏のエコクッキング教室

７月３日　弘前地区環境整備センター（町田字筒井）

食 材を無駄にしないエコクッキング教室をプ
ラザ棟で開催。子どもから大人まで、参加者

全員がワイワイと協力し合って、目にも鮮やかな栄
養満点のランチを完成させていました。

夜 の博物館で、弘前乃怪による怪談語りが行わ
れました。岩木山神社や高照神社、城ヶ倉大

橋など、地元を舞台にした怪談も披露され、薄暗い
会場内にひやりとした空気が流れていました。

いやしのフラダンス教室

女 性６人が参加し、講師の指導を受けながらフ
ラダンスを練習しました。緩やかなハワイの

音楽に合わせて、リラックスした柔らかな動きでダ
ンスを楽しんでいました。

７月８日　温水プール石川（小金崎字村元）

こんなときは
どうするの！？

Q 　子どもと近くの公園で遊びたいのですが、雑草
が茂っていて、虫やヘビが出ないか心配です。

A 　そんな時は公園緑地課に連絡しよう！草刈りなど
の対応をしてもらえるよ。遊具が壊れたり、砂場の

砂が汚れたりしているのを見つけた時も、ぜひ知らせてね。
　みんなが公園で安全に過ごせるように、地域の皆さん
のご協力をお願いします。
■問い合わせ先　公園緑地課（☎ 33-8739、Eメール
kouen@city.hirosaki.lg.jp）

　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、夏ならではの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）

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

　「こんなときはどうしたら…？」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。

＠niiyan＠ niiyan__snsn

２ 年ぶりとなる養生幼稚園のねぷたが、万全の
感染症対策の下で運行されました。園児や保

護者など約 170 人が元気に練り歩き、園児による
ねぷたばやしがまちに響き渡りました。

滝 の音やカエルの鳴き声が響く夕暮れ時、訪れ
た来園者たちがライトアップされた庭園や

ハナショウブなどを眺めながら、ゆったりと散策を
楽しんでいました。

特別企画展関連イベント～妖
あやかし

を観る・妖を語る～

6月 26日　市立博物館（下白銀町）

■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 ５ 月 の

ごみ排出量
（燃やせるごみ）

4,827t
ライターやスプレー缶は
中身を空にしてから捨てよう！
中身が残っていると爆発する危険性が
あるよ。気を付けようね！

＠pocopokke763＠ pocopokke763

＠mitsuko118＠mitsuko118＠mayuko.sato.39501＠mayuko.sato.39501

81t 減！
（昨年同月比）

今月の納税

納期限

８/31（火）
納税には便利な口座振替を
ぜひご利用ください。

国民健康保険料　第２期
介護保険料　第２期
後期高齢者医療保険料　第２期

弘 前工業高校建築科の生徒が老朽化していた
「旧第五十九銀行本店本館」のミニチュア建

造物の修理を開始しました。来年の完成に向けて、
皆で息を合わせて作業に取り組んでいきます。
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星と森のロマントピア

１日３組限定
ファミリー応援プラン

▼対象期間　８月１日（日）～31日（火）宿泊分
▼対象者　県内居住の家族
▼内容　小学生以下の子どもの宿泊代・朝食代・
パターゴルフ代が無料になります（大人２人につ
き小学生以下の子ども２人まで／創作会席プラン
利用時に限る／子どもの夕食代は別料金）。
▼注意事項　チェックイン時、保護者代表の県内
居住を証明するもの（免許証、保険証など）の提
示が必要／他の宿泊キャンペーン（GoToトラベ
ル、県・市のキャンペーンなど）や割り引きとの
併用不可

■ 問い合わせ先 星と森のロマントピア（水
木在家字桜井、☎84-2288、ホームペ
ージhttps://www.romantopia.net）


