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多様な性のあり方

～弘前市パートナーシップ宣誓制度～

「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）

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ
農業バイトをしてみませんか

弘前さくらまつりポスターデザイン大募集

新鮮な嶽きみ！

弘前大学のインターンシップ生の
皆さんと岩木山に取材へ行きました。
休憩中に茹でたての「嶽きみ」をガ
ブリ！初秋の恵みを口いっぱいに感
じる、フレッシュな１枚です。

今号の表紙
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　今回は、LGBTなどの性的マイノリティ（少数者）の人たちに関する用語の説明と、昨年12月 10日
から運用を開始した「弘前市パートナーシップ宣誓制度」をはじめとする市の取り組みを紹介します。性
的マイノリティの人たちはどのような思いで生活をしているのか、市内で暮らすカップルの生の声を交え
ながら、多様な性のあり方を考えます。

　LGBT は右の４つの言葉の頭文字を組み合
わせた言葉で、「LGB」が性的指向（恋愛の対
象となる相手の性別）、「T」が性自認（自分が
認識する自分の性別〈心の性〉）に分類されて
います。性的マイノリティの人たちの総称とし
て使われていますが、これだけに当てはまらな
いさまざまなあり方が存在します。
　性的指向や性自認は、本人の意思で選択した
り変えたりできるものでも、矯正したり治療し
たりするものでもなく、尊重することが大事で
す。そして、周囲の人たちがそれを理解し、何
もおかしなことではないと受けとめて接するだ
けで、当事者の生きにくさは改善すると言われ
ています。

SOGI（ソジ）とは、LGBTのように特定の人たちを表す言葉ではなく、誰もが持っている性的指向
（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）を、その頭文字をとって表現したものです。
　相手の性を尊重することは、その人の“いのち”と“こころ”を大切にすることにつながります。全て
の人の“いのち”と“こころ”を大切にするために、人それぞれに多様なSOGI があることを知ってお
くことが必要です。

同性・異性ともに恋愛対象となり得る人

「身体の性」と「心の性」
が一致しない人

同性を好きになる男性

同性を好きになる女性

レズビアン

ゲイ

バイセクシュアル

トランスジェンダー

Lesbian

Gay

Bisexual

Transgender

LL

BB

GG

TT

　あなたの周りで、日常的に交わしている会話の中に、性的マイノリティの人たちを傷つける言葉が含ま
れていませんか。振り返って考えてみましょう。

3322

「男だから、」
「女だから、」
と決めつけて
いませんか？

　例えば、トランスジェンダーの人は、「身体の性」
と「心の性」が一致しておらず、あなたが思ってい
る性別としての生活に違和感を持っている場合があ
ります。性別や見た目だけで何かを決めつけること
はやめましょう。

恋人の話題などで、異性愛を前提とすることは望まし
くありません。また、結婚をして子どもを授かることを
前提として話をすることなども、答えづらい、話したく
ないと思う人もいます。

性的指向や性自認を本人の同意なく他の人に話すこと
は、「アウティング」といって重大な人権侵害になるため、
絶対にしてはいけません。話すか話さないかは、本人が自
由に決めるべきことです。

はやめましょう。

みんなが異性を
好きになると思
い込んでいませ
んか？

他人のことを
勝手に話して
いませんか？

　「ホモ」、「レズ」、「オカマ」などは差別的な言葉です。
冗談で話をしていたとしても、それを聞いている人の中
には、いつ笑いの対象にされるかと不安な思いで毎日を
過ごしている人がいるかもしれません。

差別的な言葉を
使って
いませんか？

性的指向
によるもの

性自認
によるもの

～弘前市パートナーシップ宣誓制度～

な多様 性のあり方

特集特集
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　「弘前市パートナーシップ宣誓制度」は、双方または一方が性的マイノリティであるカップルが、お互
いをパートナーとして、日常生活で支え合い、協力し合うことを約束して「パートナーシップ宣誓」を行
い、その宣誓を市が証明する制度です。結婚は婚姻の届出をすることで親族関係が生じ、扶養義務や相続
権などさまざまな義務や権利が発生しますが、パートナーシップ宣誓をしてもこのような義務や権利は発
生しません。世界人権デーにあたる12月 10日から運用を開始しており、これまでに２組のカップルが
宣誓をしています。

▼宣誓ができる人　次の要件をすべて満たす人
①双方またはいずれか一方が性的マイノリティの人であること
②民法に規定している成年に達していること
③市内に住所を有しているまたは３カ月以内に市内への転入を
予定していること
④配偶者がいないことおよび宣誓をする相手方以外の人とパー
トナーシップの関係にないこと
⑤民法上婚姻を禁止されている関係（近親者、直系姻族、養親
子等）にないこと

▼宣誓することで利用できること
①市民税県民税の代理申告
②所得課税証明書の申請・交付の手続き（同居している場合
に限る）
③納税証明書の申請・交付の手続き（同居している場合に限る）
④避難行動要支援者名簿登録申請手続き
※その他、市立病院における面会や医療の提供に係る情報の
説明・同意など、個別に対応しています。また、民間事業者
の中には、携帯電話の割引サービスや生命保険の受取人指定、
住宅ローンの収入合算や連帯債務など、すでにサービスを提
供している事業者もあります。

▲パートナーシップ宣誓書受領証

広報ひろさき　２０２１.１０.１

▲市職員研修（令和元年11月 20日） ▲市民向けセミナー（令和３年１月27日）▲市職員研修（令和元年11月 20日） ▲市民向けセミナー（令和３年１月27日）

弘前市パートナーシップ宣誓制度の第１
号宣誓者である二人が、「この制度を知る
人が増えるきっかけになれば」という思い
からインタビューに答えてくれました。

と

見 本

▼性の多様性への理解を深めるための市の取り組み
　市では、性的マイノリティの人が日頃感じるストレスや不安感を軽減できるように、市が定める各種様
式から、法的に義務付けられているものなどを除き、性別欄を設けないようにしています。また、市職員
向けの研修も継続して行い、言葉の意味や日常生活の場面で困っていること、他の自治体の事例などを学
んでいます。その他にも、市民向けのセミナーを開催し、性の多様性についての理解を深める活動に取り
組んでいます。性的マイノリティに関することを知ってもらうために、市の職員を講師として派遣する出
前講座も実施しています。研修会や勉強会などで利用したい場合は、お気軽にお問い合わせください。

特集　多様な性のあり方
～弘前市パートナーシップ宣誓制度～

Q. 宣誓の前後で変化は？

Q. 皆さんに伝えたい
ことはありますか？

Q. この制度に今後、
何を期待していますか？

私たちは、お互いを「家族」だと思っ
ています。ただ、現時点ではさまざまな
場面で家族として扱ってもらえるか不安で
す。配偶者としての権利の行使のほか、税
制面での優遇や各種控除、遺産相続、共
同親権など、異性カップルが婚姻によ
って当たり前に認められることが、
私たちのようなカップルにも認

められたらいいですね。

Q. 制度を利用しよう
と思ったきっかけは？

日本では、2015 年に東京都渋谷区と世
田谷区で初めてこの制度が導入されました
が、まさか弘前市で導入されるとは思いも
寄らなかったですし（東北で初！）、私たち
は興奮を隠せませんでした。「同棲だけでな
く、形になるものが欲しかった」、「愛する
人と結ばれたかった」という思いをずっ
と胸に秘めていたので、導入されるこ
とを知ってからすぐに宣誓しよう

と行動に移しました。
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■ 問い合わせ先　企画課ひとづくり
推進室（☎ 26-6349、Eメール
kikaku@city.hirosaki.lg.jp）
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　市では、パートナーシップ宣誓制度の運用をきっかけに、市民の皆
さんに多様な性のあり方をより広く知ってもらうために、周知啓発用
のリーフレットを作成しました。リーフレットは公共施設などへ設置
するほか、市のホームページにも掲載しています。

　性の多様性についての理解や
取り組みを進めるにあたって、
分からないことがありましたら
まずはご相談ください。

社内での取り組みを進
めたいけど、何から始
めればいいのかな…

このリーフレットを
使って社内研修を
やってみようかな…

どんなサービスを
検討したらいいの
かな…

いろいろな取り組み事例
を教えて欲しいな…

特集　多様な性のあり方
～弘前市パートナーシップ宣誓制度～

　今回の特集では、多様な性について市の取り組みを交えて紹介しました。性的マイノリテ
ィの人たちは、そうではない人たちと同じように弘前で生活しています。市では、パートナ
ーシップ宣誓制度の導入を契機に、多様性を尊重するまちづくりがより一層推進されるよう
今後もさまざまな事業に取り組んでいきます。一人一人が互いを尊重し合い、心豊かに暮ら
せるまちの実現に向けて、改めて考えてみませんか。

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ

▼採用予定　若干名
▼受験資格　昭和52年４月２日以降に生まれた
人で、大型自動車第一種運転免許および大型特殊
自動車免許の両方を有し、車両系建設機械（整地
等）運転技能講習を修了している人
▼第一次試験　11月 14日（日）
▼試験会場　市役所
▼申し込み方法　受験申込書に受験票を添付し

て、10月 29 日（金・必着）までに郵送または
持参で提出を。
※受験申込書と試験の実施案内は人事課（市役所
２階）で配布しているほか、市ホームページに掲
載しています／申し込み受け付けは平日の午前８
時30分～午後５時。
■問 い 合 わ せ・ 提 出 先　人事課人事研修係
（〒036-8551、上白銀町１の１、☎35-1119）

市職員募集（技能職）あなたの力を
市政のために

▼採用予定　一般事務＝５人程度
▼受験資格　障がいに係る手帳などの交付を受け
ている人
▼第一次試験　11月 13日（土）
▼試験会場　市役所
▼申し込み方法　申込書に必要事項を記入し、
10月 28日（木・必着）までに郵送または持参

で提出を。
※申込書と募集案内は人事課（市役所２階）で配
布しているほか、市ホームページに掲載していま
す／申し込み受け付けは平日の午前８時30分～
午後５時。
■問 い 合 わ せ・ 提 出 先　人事課人事研修係
（〒036-8551、上白銀町１の１、☎35-1119）

正職員・会計年度任用職員募集（障がい者対象）市職員として
働きませんか

▶ワクチン接種について

　現在、医療機関で仮予約となっている約１万7,000人
を順次本予約に切り替えて接種を進めています。仮予約
をした医療機関から連絡を受けた人は、その医療機関で
接種が可能です。仮予約となっている人が早期接種を希
望する場合や、まだ予約をしていない人が接種を希望す
る場合は、次の①～③の医療機関等へ申し込みを。
①青森県広域接種弘前会場（実施主体…県／場所…県立
弘前第一養護学校高等部〈旧岩木高校〉／予約コールセ
ンター…☎ 0570-000-605）
※９月 18日から予約受付中。インターネットでの予約

も可能。詳細は県ホームページ（QRコード）
で確認を。
②市立病院（大町３丁目、☎34-3211）
※ 12歳～ 15歳の人、妊婦の人は受け付けていません。
③鳴海病院（品川町、☎ 32-5211）

▶妊娠中の人のワクチン接種対応について

　ワクチン接種を実施していない産婦人
科へ通院している人は、次の❶または❷
で接種をお願いします。
❶青森県広域接種弘前会場での優先予約
❷鳴海病院での優先予約

▶ワクチンの接種状況について

　9月 10日（金）までに市に届いた予診票のうち、VRS（ワ
クチン接種記録システム）で読み込んだ件数から、接種対象
者（12歳以上の市民〈８月25日現在〉）15万3,165人のうち、
１回目の接種が済んでいる人は 9万 7,991 人、２回目の接
種が済んでいる人は 8万 5,392 人となっています。今後の
接種状況は、市ホームページで随時お知らせします。

１回目接種 ％

弘前市の新型コロナウイルスワクチン接種状況（単位：人）

9万 7,991人 5万 5,174人

２回目接種 ％
8万 5,392人 6万 7,773人■ 接種済者

□ 未接種者
※接種対象者（12歳以上の市民〈８月25日現在〉）…15万 3,165人

■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〉）
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　アプリのダウンロード
は無料です。まずはQR
コードからアプリをダウ
ンロード！
■問い合わせ先　ひろさき農業総合支援協議会事
務局（農政課内、☎40-7102）

App Store Google Play

　ひろさき農業総合支援協議会では、農業者と求
職者を１日単位で結びつける「１日バイトアプリ 
daywork」の運用を10月１日から開始します。

農業バイトをしてみませんか

休日に！

・自宅近くにあるバイト件数を確認
・募集中のバイト内容を確認して応募
・地図で自宅から畑までの道順を案内
・農家さんとチャットでやりとり

アプリで
できること

土日に農業バイトをしてみたい！

毎日は無理だけど週１日なら可能！

すきま時間を使って働きたい！

こんな人にぴったり！

務局（農政課内、☎40-7102）務局（農政課内、☎40-7102）
　ひろさき農業総合支援協議会事

待
っ
て
る
よ
♪

選挙時の新型コロナウイルス感染症対策
　有権者の皆さんが安心して投票ができるよう、
選挙時の新型コロナウイルス感染症対策を下記の
とおり実施します。
◆選挙管理委員会が実施する対策
①投票所にアルコール消毒液を設置し、投票所内
の換気・消毒を定期的に実施
②投票所職員はマスクおよびフェイスシールドを
着用（期日前投票所は飛沫防止パーテーションを
設置）
③投票用紙記載用の使い捨て鉛筆を用意（通常の
鉛筆も用意しています。必要な人は申し出を）
◆有権者の皆さんへのお願い
①マスク着用・咳エチケット
②投票所出入口での手指消毒
③来場前・帰宅後の手洗い
④投票所では前の人と間隔を空けて並び、混雑時
などは職員の誘導に従うこと（密にならないよう
にするため、受け付けに多少の時間がかかる場合
があります）。
⑤投票用紙への記載は、持参した筆記用具の使用
も可能

※投票用紙の素材の性質上、ボールペンを使用するとイ
ンクがにじむ可能性がありますので、鉛筆かシャープペ
ンシルを使用してください。
期日前投票所について
　これまでの選挙で弘前大学に開設していた期日
前投票所は、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響を考慮し、本選挙では開設しません。
今回から投票所が変更となる箇所
　次の投票所は前回の選挙から投票所が変更と
なっていますので、ご注意ください。

 変更前 変更後

第8投票区
投票所 文化センター 中南地域県民局［合同庁

舎］（蔵主町）

第11投票区
投票所 旧和徳幼稚園 野田町会集会所

（野田１丁目）

第68投票区
投票所 小友小学校 小友町民会館

（小友字宇田野）

■問い合わせ先　選挙管理委員会事務局（☎
35-1129）

衆議院議員総選挙のお知らせ
　衆議院議員総選挙が今秋に執行されます。国政に声を届ける
重要な選挙ですので、新型コロナウイルス感染症対策を行って、
ぜひ投票へお出かけください。なお、投票日決定後に、市内各
世帯に選挙の内容を記載した「お知らせ」を配布します。

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援情報

 支援策 主な支援内容 問い合わせ先

個
人
向
け
支
援

給
付

住居確保支援金 住居を失うまたはそのおそれがある人に、３カ月分
の家賃相当額を給付（上限あり） 生活福祉課就労自立支援室（ヒロ

ロスクエア内、☎ 38-1260、☎
36-3776）新型コロナウイルス感染

症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、
一定の要件を満たす場合に支援金を支給

子育て世帯臨時特別給付
金（ひとり親世帯分／その
他世帯分）

低所得世帯に対する給付金の支給。児童１人あたり
一律５万円

こども家庭課家庭給付係（☎ 40-
7039）

新型コロナウイルス感染
症対応休業支援金・給付金

休業中に賃金（休業手当）を受け取ることができな
かった人に、１日あたり最大１万 1,000 円を給付

新型コロナウイルス感染症対応休
業支援金・給付金コールセンター
（☎0120-221-276）

国民健康保険傷病手当金
／後期高齢者医療制度傷
病手当金

４日以上仕事ができず、給与等の支給額が算定式を
下回った場合に差額を支給

国保年金課国保給付係（☎ 40-
7047）／青森県後期高齢者医療広
域連合（☎ 017-721-3821）

貸
付
緊急小口資金の特例 生活資金の貸付。上限 20万円 弘前市社会福祉協議会（☎ 33-

1161）総合支援資金の特例 生活資金の貸付（最長３カ月）。単身世帯…上限 15
万円／月、２人以上の世帯…上限 20万円／月

猶
予 支払いの猶予 水道・下水道料金の支払い猶予 上下水道部お客さまセンター（☎

55-6868）

減
免

国民健康保険料、後期高齢
者医療保険料、介護保険料
の減免／国民年金保険料
の免除

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険
料の減免／国民年金保険料の免除

国保年金課国保保険料係（☎ 40-
7045）、国保年金課後期高齢者医
療係（☎ 40-7046）、介護福祉課
介護保険料係（☎ 40-7049）／
国保年金課国民年金係（☎ 40-
7048）、日本年金機構弘前年金事
務所（☎ 27-1339）

そ
の
他

弘前市感染拡大防止滞在
費補助事業

濃厚接触者等と接触があり、自主的に退避する際の
滞在場所を提供 観光課（☎ 35-1128）

感染拡大防止を目的とし
た宿泊プラン

冠婚葬祭等で県外との往来後、体調観察のためホテ
ル等に滞在する２週間分の宿泊料を一部支援

弘前市旅館ホテル組合（☎ 34-
2657）

こころの健康相談 不安やストレスについて、保健師による面談または
電話相談（毎月第２火曜日の午前９時～正午）

健康増進課（弘前総合保健セン
ター内、☎ 37-3750）

事
業
者
向
け
支
援

補
助
・
支
援
等

休職者等農業マッチング
緊急支援事業

休職・自宅待機等となった市民等を農業現場で受け
入れた際の賃金の一部を支援 りんご課（☎ 40-7105）

団体等販売促進緊急対策
事業費補助金 団体などの実施する販売促進事業に係る経費を補助

商工労政課（☎ 35-1135）地域のにぎわい回復事業
費補助金 イベント等を開催する際の感染防止対策を支援

飲食業事業継続支援金 経済的に影響を受けている飲食事業者の事業継続を
支援

宿泊業事業継続支援金 経済的に影響を受けている宿泊事業者の事業継続を
支援 観光課（☎ 35-1128）

雇用調整助成金 従業員の雇用維持を図るため休業手当などの一部を
助成。１人１日あたり１万 5,000 円まで ハローワーク弘前（☎38-8609）

青森県中小企業者等事業
継続支援金

事業継続に意欲的に取り組む県内中小企業者等に対
し支援金を給付（法人 60万円、個人事業主 30万円）

青森県中小企業者等事業継続支援
金電話相談窓口（☎ 0120-740-
361）

融
資

小口資金特別保証融資制
度利子補給補助金

中小事業者の事業継続支援のため、特別小口枠Ⅱの
利子に対する補助 商工労政課（☎ 35-1135）セーフティネット保証制度 経営の安定に支障が生じている事業者へ信用保証協
会が別枠で保証危機関連保証制度

青森県特別保証融資制度
経営安定化サポート資金
（青森県）

限度額 4,000 万円（県による保証料および金利の
補助）

青森県信用保証協会弘前支所（☎
32-1331）／県商工政策課（☎
017-734-9368）

新型コロナウイルス感染
症特別貸付・衛生環境激変
対策特別貸付等

一時的な業況悪化により売り上げが減少した事業者
または資金繰りに支障をきたしている旅館業等営業
者への融資

日本政策金融公庫弘前支店（☎
36-6303）

　各種支援は変更することがありますので、内容や申請期限、申請方法などの詳細は、市ホームページで
確認するかお問い合わせください。

※このほか、市税等の納付が難しい個人・事業者向けに市税等の徴収猶予等も行っています。収納課（☎ 40-
7032、☎ 40-7033、☎ 40-7034）へご相談ください。
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広告を
出してみませんか

　市では、人口減少対
策に積極的に取り組む
企業を、「弘前市移住応
援企業」、「弘前市子育
て応援企業」、「ひろさき健やか企業」、「弘前市女
性活躍推進企業」として認定しています。
　認定を受けた企業が以下の広告媒体に有料広告
を掲載する際の掲載料を割引します。
▼実施時期　10月１日から
▼割引を実施する広告媒体　広報ひろさき、市職
員および市立小・中学校職員グループウェア画面
広告、成人式プログラム
※掲載料や割引率などは市ホームページをご覧く
ださい。

■問い合わせ先

重度医療の受給者証と決定通知書を更新対象者は
確認してください

担当課 電話番号

人口減少対策に係る企業認定制度について

移住応援企業 企画課 ☎40-7121

子育て応援企業 こども家庭課 ☎40-7039

健やか企業 健康増進課 ☎37-3750

女性活躍推進企業 企画課 ☎26-6349

有料広告掲載料について

広報ひろさき 広聴広報課 ☎35-1194

市職員および小・中学校職員
グループウェア画面広告 情報システム課 ☎35-1133

成人式プログラム 生涯学習課 ☎82-1641

　弘前市重度心身障害者
医療費の受給者証と決定
通知書を 10月１日から
更新します。対象者には
新しい受給者証または決
定通知書を送付しましたので、裏面に記載の注意
事項を必ず読んでご利用ください。また、内容に
変更がある場合は必ず届け出をしてください。
①受給者証
▼対象者 国民健康保険加入者
▼利用方法　医療機関を受診する際に健康保険証
と一緒に提示すると、窓口で支払う医療費が軽減
されます。
※県外の医療機関を受診する場合や受給者証を提
示しなかった場合、償還払いの手続きが必要です。
②決定通知書
▼対象者 社会保険加入者および後期高齢者医療
保険加入者
▼利用方法　償還払い

【償還払いの方法】
　医療機関で医療費を支払った後、障がい福祉課
へ領収書と印鑑を持参して申請してください。後
日、本人名義の口座に助成額を振り込みます。
※申請できる期間は診療月の翌月から２年以内で
すので、ご注意ください。

重度医療とは

　弘前市重度心身障害者医療費助成制度では、重
度の障がい者が健康保険証を使って医療機関を受
診した場合、入院・外来を問わず医療費を助成し
ます。
▼対象　障害者手帳取得時または障害等級変更時
に 65歳未満の人（平成 16年９月 30日以前に
手帳を取得している場合はそれ以前に重度医療の
資格を有する人）で、次の①～③のいずれかに該
当する人
①身体障害者手帳１、２級および内部障害３級（免
疫機能障害・肝臓機能障害を除く）／②愛護手帳
（療育手帳）Ａ／③精神障害者保健福祉手帳１級
▼支給の制限　上記対象者であっても、所得や保
険の種類によって制限があります。次の❶～❸の
場合は医療費の助成はありません。
❶一定所得以上の人／❷65歳以上で市民税課税
世帯に属する人／❸65歳以上で後期高齢者医療
保険に加入していない人
■問い合わせ・申請
先　障がい福祉課
障がい者医療・給
付係（市役所１階、
☎40-7122）

見　本

弘前市人口減少対策に係る認定企業の有料広告掲載
料を割引します

　市の主要な水道施設である「樋の口浄水場」の
ほか、樋の口浄水場で水道水を作るために必要な
岩木川の水を取水する施設である「岩木川取水ポ
ンプ場」や、樋の口浄水場で作られた水を原ケ平
配水池へ送る施設である「常盤坂増圧ポンプ場」
は、建設から半世紀が経過し、耐震性能の不足や
老朽化が顕著となり、これらの対策が急務となっ
ていました。

9月 6日から建設工事が始まりました !!

樋の口浄水場等建設事業

　そのため、施設の新たな整備方法として、水需
要の減少や防災機能の強化、効率的な運転管理な
ど、長期的な視点からコスト縮減と安定的な水道
水の供給が可能となる「ＤＢＯ方式（設計業務、
建設工事、運転管理業務を一括で発注）」を市と
して初めて採用。令和 2年 3月にクボタ東北支
社を代表企業とする 8企業と契約を締結し、令
和2年 4月 1日より設計業務を開始しています。

　設計業務も順調に
進み、令和 3年 9月
6 日より新樋の口浄
水場の建設工事に着
手しました。完成は
令和８年３月を予定
しています。

　今後、約4年半という
長い工事期間となります
が、周辺に住む皆さんの
生活環境に十分配慮し、
安全を最優先に工事しま
すので、ご理解とご協力
をお願いします。

▲ 新樋の口浄水場完成予想図（イメージ）

▲ 新常盤坂増圧ポンプ場完成
予想図（イメージ）▲ 建設工事風景

　毎年多くの観光客が訪れる「弘前さくらまつり」
の魅力を市内外に広く発信するとともに、皆さん
が弘前さくらまつりに来たくなるような、すてき
なポスターデザインを募集します。個人・グルー
プ・法人を問わず、どなたでも応募できます。
▼応募数　１人（１グループ）につき２作品まで
▼応募料　無料
▼提出物　応募申込書（１作品ごと）と作成した
デザインのPDFデータ、JPGデータの２種類を
EメールまたはCDで提出
※ポスターデザインに採用された作品は、AI、
EPSまたは PSD形式のデータを提出。
▼提出方法　持参またはEメール、郵送（書留）
で提出を。応募作品のデザインの規格や条件など

の詳細は募集要項をご覧ください。
※応募申込書と募集要項は市ホーム
ページ（QRコード）に掲載してい
るほか、観光課（市役所５階）でも
配布しています。
▼賞金　最優秀賞（１作品）…15万円と特産品（１
万円相当）／優秀賞（２作品）…特産品（１万円
相当）
▼選考　弘前さくらまつり主催４団体等により厳
正に選考し、各賞を決定。作品のデザイン性、表
現性、誘客性などを総合的に選考します。
■問い合わせ・提出先　観光課（〒036-8551、
上白銀町１の１、☎40-0236、Eメールkankou
@city.hirosaki.lg.jp）

あなたの作品が
ポスターに！ポスターに！

　事業概要や工事の進捗状況などは
市ホームページで確認できます。
トップ画面のバナーをクリック！▶
■問い合わせ先　上下水道部工務課浄水場整備係（☎ 55-
9663）
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太刀 銘 来国光・拵（重要文
化財、鹽竈神社博物館蔵）

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

　本展で展示する弘前ゆかりのアーティストたち
の中から、今回は２人の作家を紹介します。
　当市の名誉市民である洋画家の佐野ぬいさん
は、制作初期から一貫して多くの青を基調とした
作品を描き「青の画家」として知られています。
本展では、美術館の展示空間にあわせて、「原点」
と「現在」、そして
作家自身がかつて想
像した「夢の美術館」
をキーワードに展示
します。市民会館の
ステンドグラスの原
画にもぜひご注目く
ださい。
　当市在住の彫刻家で弘前大学教授の塚本悦雄さ
んは、自然に対する人間の行為をテーマに、彫刻
をつくることもその一部と捉え、粘土・石・木な
どを素材とした彫刻やドローイングを制作してい

#7

ます。津軽特有のマメコバチ
や津軽錦をモチーフにした
近年の代表作や新作を展示
するほか、会期中は展示室
内にしつらえるアトリエで公
開制作を行います。
　また、幅広い特集を通じ
て津軽地域を考察してきた
雑誌『津軽学』の活動や、
弘前の近代建築、街並みに
フォーカスした展示やプログ
ラムも行います。
▼とき　10月１日（金）～令和４年１月 30日
（日）の午前９時～午後５時（最終入館は午後４
時30分）
▼休館日　火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年
始（12月 26日～１月１日）
※観覧料など、詳しくはお問い合わせください。

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）

歴史館PR動画
公開中

企画展「津軽と蝦夷地展」（本誌最終ページに
掲載）では、江戸時代に蝦夷地と呼ばれた北海道
と津軽の関わりをヒト、モノの交流という視点で
紹介しています。展示物の中から、今回は「蝦夷
錦龍文打敷」・「蝦夷錦牡丹文打敷」を紹介します。
　蝦夷錦は、山丹（さんたん）交易を通して蝦夷
地に渡り、さらに本州へ入ってきた絹織物で、中
国江南地方で作られました。山丹交易とは、江戸
時代、黒竜江（※）下流域と樺太（からふと）・
蝦夷地を結んだ交易活動で、黒竜江下流域を「山
丹」と呼んだことに由来します。中国江南地方で
作られた絹織物が中国東北部へ運ばれ、黒竜江を
経て樺太・蝦夷地に持ち込まれました。金糸・銀
糸などで龍文や牡丹文を表現した蝦夷錦は、その
美しさと蝦夷地からもたらされた品という点で珍

重されました。県では、現在までに日本海沿岸・
下北地方を中心に約30点の蝦夷錦を確認してい
ます。主に、打敷（敷物）や刀袋などに加工され、
使用されました。
　今回紹介する蝦夷錦は、小
泊村（現在の北津軽郡中泊町）
で廻船問屋（かいせんどんや）
を営み、蝦夷地で漁場経営を
行った旧家に伝わったもので
す。龍文打敷の裏側には、入
手した年と思われる1858（安
政５）年の年号が墨書されて
います。
※黒竜江（こくりゅうこう）…ロシ
アと中国の国境付近を流れる大河。

▲ 蝦夷錦龍文打敷

▲佐野ぬい《青の時間》2014 年 青森
県立美術館蔵 （市民会館ステンドグラス
原画）

展覧会「りんご前線― H
ヒ ロ サ キ
irosaki E

エ ン カ ウ ン タ ー ズ
ncounters」の見どころを紹介します

▲塚本悦雄《ツガルビュー
ティー》2016 年

▲ 蝦夷錦牡丹文打敷
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イベント
「

【陽子の花の世界～
和紙の花　布の花】
▼とき　10 月６日
（水）～11日（月）
▼出展　横内陽子さん

【絵本づくり教室】
▼とき　10 月９日（土）・23
日（土）
▼講師　ささやすゆきさん（絵
本作家）
▼参加料　1,800 円（飲み物
付き）
※事前の予約が必要。

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼ と き　10 月 10 日（日）・
24 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）

鳴海要記念陶房館の催し

▼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
ターほか）

【電動ロクロ体験】
▼とき　10 月 15 日（金）～
17日（日）、午前10時～午後
３時（所要時間約45分）
▼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）
※予約優先。当日受け付けも可。
■■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）

【はこだて工芸舎「柴山勝　北
海道を描いた器展」】
　北海道を
代表する陶
芸家・柴山勝
の作品のほ
か、柴山氏が長年に渡って集め
た古伊万里などの染付磁器コレ
クションや、北海道の陶器を展
示販売します。
▼ と き　10 月８日（金）～
13日（水）、午前10時～午後
４時（最終日は午後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
■■問問はこだて工芸舎（☎ 0138-
22-7706）

　ホンシュウジカの角切りを行
います。逃げ回るホンシュウジ
カと振り回されるスタッフとの
掛け合いも見応えがあります。

まちなかクラフト村づくり
推進事業　特別企画

弥生いこいの広場
「The 角切り」

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。

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

※変更となる場合があります。

相

岩

10月

相

10
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
　「木星・土星・月面」
▼とき　16日（土）
　　　　午後７時～９時
▼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、
■■ＨＨ https://romantopia-ten
mondai.jimdofree.com）

▼とき　10月８日（金）
　　　　午後１時30分～
▼ところ　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）動物広場
▼観覧料　無料（ただし動物広
場の入場料が必要）
■■問問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）
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〇第９回「長部日出雄」
▼とき　10 月 16 日（土）～
21日（木）
※忌日の 10月 18 日（月）は
無料開館。
▼ところ　１階ロビー（第８回・
第９回共通）

【ラウンジのひととき】
　声や音で物語を演じる「ドラ
マリーディング」を上演します。
鑑賞は無料です（ただし郷土文
学館の観覧料が必要）。

「長部日出雄」

【文学忌】
　次の各作家に関する特別展示
を行います。
〇第８回「福士幸次郎」
▼ と き　10 月９日（土）～
14日（木）
※忌日の10月11日（月）は無
料開館／午前10時～11時に
弘前文学会による朗読会を開催。

郷土文学館の催し
▼とき　11月６日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼内容　ものがたりの
せかい「児童文学ド
ラマリーディング」
▼出演　声優劇団
　津軽カタリスト
▼定員　15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　10月６日（水）
から、電話（☎37-5505）また

は郷土文学館受付で申し込みを。
～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
が必要。
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）

秋にまつわる作品
を特集した、臨場
感溢れる朗読劇ステージです。
▼とき　10月 10日（日）
　　　　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　 『親友交歓』、『リ
イズ』、『禁酒の心』など、全５
作品
▼入場料　無料 
※事前の申し込みは不要。
▼ライブ配信　
YouTube でのラ
イブ配信も行い
ます。QRコード
から視聴できます。
※視聴は無料ですが通信料がか
かります。
■■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％システム採択事業。

　登山道の整備作業を手伝いな
がら、かつて薪炭林として使わ
れていた里山で、秋のブナ林散
策を楽しみませんか。

太宰治ドラマリーディング 
津軽カタリスト
秋の定期公演

登山道整備作業と
紅葉のブナ林を愉しむ

●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

▼とき　10月 10日（日）、午
前８時30分～午後２時ごろ
▼ところ　岩木山弥生新道４合
目付近

▼集合時間と場所　午前８時
30分に弥生いこいの広場（百
沢字東岩木山）駐車場に集合
▼内容　里山散策・草刈り・足
場設営見学
▼対象　市民
▼参加料　100円（保険代）
▼持ち物　雨具、昼食、おやつ、
飲料水
※作業ができる服装で参加を。
▼申し込み方法　電話またはフ
ァクス（氏名・住所・電話番号
を明記）で申し込みを。
■■問問津軽百年の森づくり（小笠原
さ ん、 ☎ 090-4123-9902、
石岡さん、■■ＦＦ 88-7668）

　市みどりの協会の樹木医や緑
の相談員が見頃の花や樹木を説
明しながら、園内を楽しくガイ
ドします。
▼とき　10月 10日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▼集合場所　弘前城植物園（下
白銀町）南案内所
▼参加料　無料（ただし入園料
が必要）
※事前の申し込みは不要。
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

　藤田記念庭園でハナショウブ

弘前城植物園散策ガイド

ボランティア活動
「みどりフレンズ」大募集！

の施肥作業を体験しませんか。
▼とき　10月 13日（水）、午
前９時30分～11時 30分（途
中休憩あり）
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　飲み物、手袋、タオ
ル等
※動きやすく、汚
れてもいい服装で
参加を。
■■問問 藤田記念庭園
（☎37-5525）

▼とき　前期…10月 2日（土）～11月 14日（日）
／後期…11月 20日（土）～12月 19日（日）
※ 10 月 18 日（月）、11 月 15 日（月）、展示替
え期間（11月 16日～ 19日）は休館。
▼開館時間　午前9時 30分～午後 4時 30分
▼観覧料　一般＝ 300円、高校生・大学生＝ 150
円、小・中学生＝100円
●高岡の森弘前藩歴史館共通券
一般＝420円、高校生・大学生＝210円、小・中
学生＝140円

▲【前期】御所車秋草模様小袖（江
戸後期、九鬼家伝来、女子美術大
学美術館蔵）

▲【後期】鶸地波立涌に尾長鳥に菊
二重織物小袿（明治前期、東京都
江戸東京博物館蔵）

【本展のみどころ】
　前期展では、女子美術大学美術館の協力を得て実現した、徳
川将軍家をはじめ、鳥取藩池田家、九鬼家などの大名家に伝来
した貴重な染織品、後期展では、江戸東京博物館所蔵の宮中装
束をはじめ、徳川将軍家や岡山藩池田家伝来の染織品を多数展
示します。その他、津軽家や郷土ゆかりの品も見どころです。

※障がい者、65歳以上の市民、市内の小・
中学生・外国人留学生、ひろさき多子家
族応援パスポート持参の人は無料。
▼常設展　「ひろさきの歴史と文化～原
始から近現代へ～」

市立博物館企画展３

きもの
～装いの美・美は喜び～

　本展では、江戸時代の小袖
や振袖・打掛など、武家の女
性の装束を中心に展示します。
　小袖は現代のきものの原形
とされ、生地や技法・デザイ
ンなどの多様さは日本の美的
文化の一つとして世界的に注
目されています。この機会に
きものの歴史に触れ、装いの
美を堪能しませんか。
■■問問市立博物館（下白銀町、☎
35-0700）

緑の相談所

【展示会】
●弘前盆栽研究会
諸盆栽作品展
７日（木）～
10 日（ 日 ）、
午前９時～午
後３時
●青森県おもと名品展
11日（月）～14日（木）、
午前９時～午後４時
※最終日は午後３時まで。
●盆友会秋季展
22日（金）～27日（水）、
午前９時～午後４時
●津軽さつき会盆栽展
29日（金）～11月３日（水・
祝）、午前９時～午後４時

【訪問相談】
９日（土）・23日（土）
※庭木の無料出張診断で
す。電話で申し込みを。

【弘前城植物園…今月
見られる花】
シュウメイギク、
ホトトギス、キ
ク、フジバカ
マなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、午前９時～
午後５時）

10月の
催し

【弘前城植物園…今月

 会期中、スタッフが撮影する和装姿の写真を
市立博物館公式インスタグラムに掲載するこ
とに同意すると、観覧料が無料になります。

関連イベント（インスタグラムで開催）

デジタルKIMONOミュージアム
～和装で来館しませんか～
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「篠笛（しのぶえ）」のコンサー
トです。山口流の篠笛奏者によ
る演奏をお聴きください。
▼とき　11月７日（日）、午後
５時 40分～６時 30分（開場
は午後５時30分～）
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）１階閲覧室
▼定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
■■問問 10月５日（火）から、電話（☎
32-3794）または弘前図書館
受付で申し込みを。

教室・講座

　健康的な日常生活を送る上で
役立つ公開講座を動画サイト
YouTubeで視聴できます。
▼公開期間　10 月１日（金）
～令和４年２月28日（月）
▼テーマ　①「活動するための
リハビリポイント！～日常生活
における立ち上がり動作を見え
る化する～」、②「言語聴覚士
ってなあに？」、③「覚えてく
ださい。まずは、あなたの大切
な人のために」、④「介護食『ソ
フトホタテ』の紹介」
▼講師　①岩間孝暢さん（弘前
医療福祉大学医療技術学科教
授）、②成田智さん（同大学同
学科講師）、③釜萢一正さん（同
大学短期大学部救急救命学科講
師）、④葛西静男さん（同大学
短期大学部別科調理師養成・１
年課程教員）
▼受講料　無料
▼視聴方法　弘前医療福祉大学
ホームページの公開講座特設ペ
ージ（https://www.hirosaki
uhw.jp/koukaikouza/、QR

弘前医療福祉大学
令和３年度「公開講座」
YouTube オンライン開催

コード）に掲載し
ている各講座のリ
ンクからご覧くだ
さい。
■■問問弘前医療福祉大学（☎ 27-
1001）

▼とき　10月 14日（木）
　　　　午前10時～ 11時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼内容　円山応挙（まるやまお
うきょ）筆「返魂香之図（はん
ごんこうのず）」と久渡寺
▼講師　須藤光昭さん（久渡寺
住職）
▼対象　おおむね 60歳以上の
市民＝30人程度（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　10 月 11 日
（月）までに、電話かファクス
または Eメール（住所〈町名
まで〉・氏名〈ふりがな〉・年齢・
電話番号を記入）で申し込みを。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）

【エンディングノート書き方セ
ミナー】
　実際に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　10月 16日（土）、午
後１時30分～２時 30分
▼申込期限　10月 15日（金）
▼参加料　550 円（テキスト
代として）

【高齢者住宅セミナー『越冬』編】
　雪や感染症など、高齢者にと
ってのリスクが増える冬の間だ
け高齢者住宅に住み替える『越
冬利用』について、居室見学と
実際の体験例の紹介をします。

ベテランズセミナー

アクティブシニア向け講座

▼とき　10月 23日（土）
　　　　午後１時30分～３時
▼申込期限　10月 22日（金）
▼参加料　無料
～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８
人（先着順）
※50歳未満の人は要相談。
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）

　弘前大学白神酵
母を活用したパン
作りを学べます。
▼とき　10月 23日（土）、午
前 10時～午後１時 30分（受
け付けは午前９時45分～）
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目） 調理実習室
▼対象　中学生以上＝ 16人程
度（親子の場合は１組２人まで）
▼申込期限　10月 12日（火）
※応募者が多数の場合は、抽選
で参加者を決定／抽選の結果は
申込者全員に連絡します。
▼参加料　800円
▼内容　弘前大学白神酵母の概
要説明、同酵母を活用したりん
ごバンズ、チーズバンズの製造
（講座内で試食）
▼持ち物　エプロン、三角巾、
ハンドタオル、キッチン用ゴム
手袋
▼申し込み方法　電話、ファク
スまたはE メール（住所・氏名・
年齢・性別・電話番
号を記入）、申し込み
フォーム（QR コー
ド）、で申し込みを。
■■問問産業育成課（☎ 32-8106、
■■ＦＦ 32-1105、■■ＥＥ yos-higo@
city.hirosaki.lg.jp）

ひろさき産学官連携フォー
ラム　白神酵母研究会によ
るパン講座

【月例登山『紅葉とキノコ　ラ
イオン岩登山』】
▼とき　10月 17日（日）、午
前９時 30分～午後２時 30分
（雨天決行）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　飲み物、昼食、替え
の下着・靴下、雨具

【木の実・草の実展】
　久渡寺山山麓の秋の木や草の
実を展示します。
▼と き　10 月３日（日）～
17日（日）、午前８時30分～
午後４時30分
▼観覧料　無料
■■問問こどもの森ビジターセンター

こどもの森のイベント
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

　リユースピアノ
の連弾ハーモニ
ーに耳を傾けてみませんか。
▼とき　10月24日（日）
　　　　午後３時～４時
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
▼演奏　ピアノデュオグループ
Piece Harmony（ピースハー
モニー）
▼入場料　無料
▼定員　27人

第 ８ 回　 ピ ア ノ ミ ニ コ ン
サート in プラザ棟
～季節はめぐる～

▼演奏曲　交響曲やテレビドラ
マの主題曲など全14曲
▼申し込み方法　10 月 10日
（日）の午前９時以降に、電話
で申し込みを。
※１回の受け付けにつき２人ま
で申し込みできま
す。詳細はホーム
ページ（QRコード）
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（☎ 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）

　日本古来の和楽器

秋の図書館コンサート
篠笛の夕べ

　文化庁「次代の文化を創造する新進芸術
家育成事業」として、旧弘前偕行社にて寄
席を開催します。旧弘前偕行社での落語公
演は初の試みです。

　都内の寄席で定期
的にトリを飾る若手
実力派の雷門小助六
と、テレビでもおな
じみの桂米助らが出
演します。洋×和の
コラボレーションを
お楽しみください。

▼ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▼出演　桂伸び太（前座）、神田桜子（講
談）、桂米助（落語）、瞳ナナ（奇術）、
雷門小助六（落語）
▼入場料　前売り＝ 2,000 円、当日＝
2,500円（100席限定）
▼チケット販売　10月１日（金）から、
市立観光館（☎ 37-5501）、まちなか
情報センター（☎ 31-5160）
で販売
■■問問弘前観光コンベンショ
ン協会（☎35-3131）

サート in プラザ棟
～季節はめぐる～

秋の図書館コンサート

11月 3日（水・祝）
午後１時30分～（開場は午後１時～）

　弘前大学白神酵
母を活用したパン

ひろさき寄席ひろさき寄席
in旧弘前偕行社in 旧弘前偕行社
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▼持ち物　筆記用具、USB な
どのメモリ、昼食
■■問問 10月10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。

その他

　次世代医療基盤法の概要や、
同法に基づき市と弘前大学が予
定している医療情報提供の目的
および医療ビッグデータを活用
した研究開発等の展望などにつ
いて、地域住民に理解を深めて
いただくために、住民説明会を
開催します。
▼とき　10月 30日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　ホテルニューキャッ

次世代医療基盤法に基づく
医療情報提供に関する住民
説明会を開催します

スル（上鞘師町）３階麗峰の間
▼申込期限　10月 25日（月）
※事前の申し込みが必要。
■■問問国保年金課国保健康事業係
（☎35-1116）

　各地域に高齢者などが気軽に
集まれる交流の場を作り、地域
住民が健康で生きがいを持って
安心して暮らせる地域づくりを
一緒に目指しませんか。
　市では、茶話会や体操、創作
活動などを通して高齢者同士や
地域住民との交流を図り、地域
の支え合い活動の拠点となる場
「ふれあいの居場所」づくりを
推進しています。
　現在「ふれあいの居場所」へ
の登録者または団体を募集する
とともに、開設・運営のために
活用できる「令和３年度ふれあ
い居場所づくり事業補助金」も

「ふれあいの居場所」を
作りませんか

受け付けています。
　「居場所を作りたい」、「自分
の地域にもほしい」、「すでに居
場所として活動していて、参加
者を増やしたい」など、開設・
運営・補助金活用などに関する
相談にも応じていますので、お
気軽にご相談ください。
■■問問介護福祉課（☎ 40-7072）

　10月15日（金）～21日（木）
は違反建築防止週間です。
　違反建築を未然に防止し、良
好な市街地環境の維持と建築物
の適法性を確保するため、違反
建築防止週間の一環で一斉公開
パトロールを実施します。
▼パトロール重点項目　建築確
認申請の徹底／工事現場におけ
る確認表示板掲示の徹底／完了
検査受検の啓発
■■問問建築指導課指導係（☎ 40-
7053）

違反建築防止週間

▼とき　10 月 26 日（火）の
①午前 10時 30 分～正午、②
午後１時30分～３時
▼ところ　弘前友の家（中野５
丁目25の 11）
※オンラインでの参加も可。詳
しくは問い合わせを。
▼定員　各10人
▼内容　①４人の子どもと教育
費の準備・くたびれないご飯作
り、②年金受給開始前後の実際
（サラリーマン家庭の場合）・く
たびれないご飯作り
▼受講料　各回 200 円（資料
代として）
▼託児料　150円（要予約）
■■問問講習会当日…弘前友の会（☎
87-6206）／当日以外…近藤
さん（☎ 070-4834-3597）、
廣田さん（☎080-1815-5535）

▼とき　10月 31日（日）
午前の部…午前９時30分～
午後の部…午後１時30分～
▼ところ　裾野地区体育文化交
流センター（十面沢字轡）体験
学習室
▼内容　①コースター、②鍋敷
き、③カフェトレイの中から好
きなものを選択して制作（複数

弘前友の会
家事家計講習会

モザイクタイルアート
体験教室

選択可）
▼講師　長内伴樹さん
▼定員　各部10人（先着順）
▼参 加 料　① 1,100 円、②
2,200 円、③ 3,300円
▼持ち物　エプロン（または汚
れてもよい服装で参加を）
■■問問裾野地区体育文化交流センタ
ー（☎99-7072、月曜日〈月曜
日が祝日の場合は翌日〉は休み）

　パソコンでロボットを動かし
てみませんか。
▼とき　11 月３日（水・祝）・
７日（日）・21 日（日）・27
日（土）、午前の部…午前 10
時～ 11時 30分／午後の部…
午後１時30分～３時
※１回 90分の講座。毎回同じ
内容です。
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）３階第１研修室
※7日のみ 4階第 3研修室。
▼対象　小学校３～６年生
※保護者も観覧できます。
▼定員　各回９人（計 72人／
先着順）
▼参加料　１人500円
■■問問 10月９日（土）の午前10時
から、学習情報館（総合学習セ
ンター内、☎26-4800）窓口へ。

　あなたが詠んだ短歌を添削指

ロボットプログラミング講座

短歌をつくろう

導します。初心者大歓迎です。
▼とき　11 月３日（水・祝）、
午後１時30分～４時 30分
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼内容　NHK学園短歌講師に
よる短歌の作り方教室
※自作の短歌一首を持参の上、
参加してください。
▼対象　中学生以上＝ 15 人
（先着順）
■■問問 10 月５日（火）から、弘前
図書館へ電話（☎ 32-3794）
または受付で申し込みを。

【ワード 2019 入門講座】
▼とき　11 月 10 日・17 日・
24日（いずれも水曜日）の午
前10時～午後３時
※３日間で１セットの講座。
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　ワープロソフト（ワー
ド2019）を使用した基本的な
操作技術の習得
※ワード 2019 以外のバージ
ョンを使っている人は操作方法
が異なる場合がありますので、
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（先着順）
▼参加料　無料

市民ボランティアによる
パソコン講座

有 料 広 告有 料 広 告

▼とき　10月 10日（日）、
午後１時30分～４時
▼ところ　弘前図書館（下
白銀町）東北電力側
正面入口前

移動図書館

はとぶえ号

１日開放

▼利用料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

▼応募要件　①平成30年度から実施している高岡の森弘
前藩歴史館主催の流鏑馬を題材として撮影したもの／②自
分で撮影した未発表の作品
※今年度の流鏑馬は中止となりました。
▼応募資格　プロ、アマ問いません
▼応募規定　サイズ=ワイド四つ切り（四つ切り可）ま
たはA4版のカラープリント／応募点数＝１人３点まで
▼賞　グランプリ（１点）、特選（数点）
※グランプリ作品は、次年度以降のポスターに採用予定。
▼応募期限　11月 15日（月・当日消印有効）
▼審査方法　市教育委員会が審査
▼発表　市ホームページ、広報ひろさきで発表
▼応募方法　写真裏面に、タイトル・撮影日・氏名・年齢・
職業・住所・電話番号・Eメールアドレスを記入した紙を
貼り、郵送または歴史館窓口へ直接提出を。

コンテストの受賞作品等を展示します。
▼とき　令和４年１月上旬～１カ月程
度（詳しい日程は別途お知らせします）
▼ところ　歴史館ロビー

■■問問高岡の森弘前藩歴史館（〒 036-1344、高岡字獅子沢 128
の 112、☎ 83-3110）

※作品の使用権は高岡の森弘前藩歴史館に帰属し、歴史館のPRなどに使用する場合があります／作品は返却しません。

広報ひろさき　２０２１.１０.１広報ひろさき　２０２１.１０.１
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▼とき

　総務省統計局で行う社会生活
基本調査は、皆さんが１日のう
ちどのくらいの時間を仕事、家
事、地域での活動などに費やし
ているか、過去１年間の自由時
間にどのような活動を行ったか
などについて調査し、仕事と生
活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）の推進、少子高齢化対
策などの政策に必要な基礎資料
を得ることを目的として実施し
ます。
▼調査対象　全国から無作為に
選ばれた約９万1,000世帯（当
市は約 220 世帯）で、その世
帯に普段住んでいる 10歳以上
の世帯員

令和３年社会生活基本調査に
ご協力を

　10月上旬から中旬にかけて、
調査員が対象の世帯に伺います
ので、調査の趣旨を理解の上、
回答をお願いします。
■■問問青森県企画政策部統計分析
課人口労働統計グループ（☎
017-734-9169）／広聴広報
課（☎40-7016）

　令和２年５月から交付してい
る弘前ナンバープレートは、図
柄入りフルカラー版を申し込ん
だ際に寄付金をいただいていま

図柄入り弘前ナンバープレー
ト寄付金助成事業の相談を受
け付けます

す。この寄付金は、日本デザイ
ンナンバー財団へ助成対象事業
を申請することで、弘前市およ
び西目屋村の交通改善や観光振
興などに向けた事業に活用する
ことができます。
　同財団に申請する助成対象事
業は図柄入り弘前ナンバープレ
ート推進協議会で選定しますの
で、申請を検討する団体の相談
を受け付けます。
　詳しくは、市または財団のホ
ームページを確認するか、お問
い合わせください。

【市民の皆さんへ】
　図柄入り弘前ナンバープレー
トは、導入 60地域で普及率が
全国３位となっています（令和
３年３月末時点）。引き続き地
域に愛されるよう尽力していき
ますので、ぜひ普及へのご協力

をお願いします。
■■問問図柄入り弘前ナンバープレー
ト推進協議会事務局（地域交通
課内、☎35-1124）

　弘南鉄道で
は、弘南線の
サイクルトレ
インの試行を、好評につき 11
月 30日（火）まで延長して実
施中です。
　サイクルトレインとは、各種
乗車券があれば、自転車を１台
に限り無料で電車内に持ち込め
るサービスです。これまで大鰐
線で実施し好評だったことか
ら、弘南線でも今年度から実施
しています。
　弘南線沿線には魅力あるスポ
ットがたくさんあり、駅からの
アクセスに自転車を活用するこ
とでさまざまな場所へ楽に移動
できます。この機会に、弘南線
沿線周辺でのサイクリングなど
にご利用ください。
▼試行期間　11月 30日（火）
までの土・日曜日、祝日
▼利用できる列車　弘前発…午
前９時 50 分発～午後２時 50
分発／黒石発…午前９時 40分
発～午後２時40分発
※乗降は弘南線全駅（13 駅）
で可能です／乗降は指定のドア
を利用し、後部車両の自転車積

弘南鉄道弘南線のサイクル
トレイン試行期間を延長

み込み場所へ／事前予約は不要
／３台以上のグループでの利用
は駅に確認が必要。
▼利用料　無料（ただし各種乗
車券が必要）
　詳しくは弘南鉄道
ホームページ（QRコ
ード）で確認を。
■■問問 弘南鉄道営業課（☎ 44-
3136）

　台風９号から変わった温帯低
気圧に伴う大雨により、多大な
被害を受けた皆さんに心からお
見舞い申し上げます。
　被害を受けた皆さんが今後納
付すべき県税（個人事業税、不
動産取得税および自動車税〈種
別割〉）については、被害の状
況に応じ減免するなどの措置を
取ることとしています。詳しく
はお問い合わせください。
■■問問中南地域県民局県税部（☎
32-4341）

　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　10 月 18 日
（月）～ 22 日（金）の午後５

台風第９号から変わった温
帯低気圧に伴う大雨の被害
者に対する県税の減免など

夜間・休日納税相談

時～７時30分
▼休日納税相談　10 月 24 日
（日）、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、相談においでください。
　納税相談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があります。
■■問問 収納課（市役所２階、☎
40-7032、40-7033）

　自治総合センタ
ーでは、宝くじの
社会貢献広報事業
として、町会などのコミュニテ
ィ組織が主体となって実施する
地域活動に対し、各種助成金を
交付しています。

　本年度の一般コミュニティ助
成事業に採択された八幡町会で
は、宝くじの助成金を活用して、
除雪機や刈払機などを整備する
ことができました。
■■問問市民協働課（☎40-0384）

八幡町会に除雪機などが
整備されました

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

　市では、「東京オリンピックのレガシー」
として、小型家電のリサイクルを引き続き行
っています。家庭で不用になった小型家電を
処分する際は、下記の方法をご利用ください。
　未来のために、皆で協力して持続可能な社
会を作りましょう。

不要になった
パソコン・携帯電話などは
小型家電リサイクルへ
～東京オリンピック・パラリンピックのレガシーとして～

　東京オリンピック・パラリンピッ
クのメダルは、家庭で不用になった

知っていますか？

パソコン・携帯電話などの小型
家電を回収し、抽出された金属

から作られたものです。

▲詳しくは市
ホームページ
（QRコード）
で確認を。

ボックス回収
　携帯電話やゲーム機などの小型家電28品目を、
市内11拠点で回収しています。
個人情報などを含む機器はあらかじめ
データを消去してからボックスへ／電
池はあらかじめ取り外し、適正に処理
を（パソコン・携帯電話は電池を取り
外さないでボックスに入れられます）
■■問問環境課（☎35-1130）

宅配便回収
　国の認定事業者である「リネットジャパン
リサイクル」と協定を締結し、宅配便による
パソコン無料回収を行っています。モニター、
プリンターなどの周辺機器、その他の小型家
電も一緒に回収可能です。
■■問問リネットジャパンリサイクル（問い合わせ
専用窓口、☎ 0570-085-800〈午前 10時
～午後５時〉、■■ＨＨ http://www.renet.jp）
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　軽油引取税は、自動車などの
燃料となる軽油の引き取りに対
し、１リットル当たり 32 円10 
銭の税率で課税される県の税金
です。事前に地域県民局長の承
認を得ないで、灯油や重油など
を混ぜて製造した不正軽油を自
動車の燃料として販売し、消費
した場合などは、脱税行為とし
て軽油引取税が課されます。不
正軽油は脱税行為だけにとどま
らず、環境汚染の原因にもなっ
ています。
　県では、不正軽油を防止する
ため、道路での燃料抜取調査や
各事業所への訪問調査を実施し
ていますので、調査にご協力を
お願いします。また、不正軽油
の製造、販売および使用に関す
る情報がありましたら、お問い
合わせください。
■■問問県税務課「不正軽油 110 番」
（☎ 017-734-9066）／中南地
域県民局県税部（☎32-4341）

　医療機関や
調剤薬局で、
マイナンバー
カードを健康
保険証として

不正軽油は脱税です！

マイナンバーカードが健康保
険証として利用できるように
なります

利用できる仕組みが 10月から
本格運用されます。
　対象の医療機関や、健康保険
証を利用するための初回登録な
ど、詳しい利用方法は厚生労働
省ホームページ（https://www.
mhlw.go.jp/stf/newpage_
08277.html）で確認してく
ださい。
※従来の健康保険証は今後も使
用できます／市役所では初回登
録のサポートを行っていますの
で、マイナンバーカード普及促
進対策室または国保年金課まで
ご相談ください。
■■問問マイナンバー制度やマイナポ
ータルについて…マイナンバー
総 合 フ リ ー ダ イ ヤ ル（ ☎
0120-95-0178）／国民健康
保険被保険者証について…国保
年金課国保保険料係（☎ 40-
7045）／後期高齢者被保険者
証について…国保年金課後期高
齢者医療係（☎ 40-7046）／
マイナンバーカードについて…
マイナンバーカード普及促進対
策室（☎40-0506）

　マイナンバーカードの交付窓
口を臨時開設します。平日の来
庁が困難な人は、事前予約の上
ぜひご利用ください。
▼開設日と開設時間　10 月２
日（土）・23 日（土）の午前

マイナンバーカード
臨時交付窓口を開設

９時～正午（最終受け付けは午
前11時 50分まで）
▼交付場所　市民課窓口（市役
所１階）
※予約の際は交付通知書を用意
してください／マイナンバーカ
ードの申請補助は行いません。
■■問問マイナンバーカード普及促進
対策室（☎40-0506）

【保険料が年金から天引き（特
別徴収）されている人へ】
　年金から徴収される保険料額
は次のとおりです。
●４月・６月・８月 …年金振
り込み時に今年２月と同額を徴
収済（仮徴収）
● 10 月・12 月・２月…今年
７月に決定した保険料の年額か
ら仮徴収した額を差し引いた残
額を分割して徴収（本徴収）
※徴収額は７月に送付した保険
料額納入通知書で確認を。
■■問問国保年金課後期高齢者医療係
（☎40-7046）

国では、予防接種体制の不備
によりＢ型肝炎に感染した方に
対し、給付金を支払うことを決
定しています。
　Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団

後期高齢者医療被保険者の
皆さんへ

B 型肝炎の被害にあった人へ
～電話相談窓口のご案内～

では、多くのＢ型肝炎患者が給
付金を受けられるよう、無料電
話相談窓口を常設しています。
Ｂ型肝炎に感染している人はご
相談ください。
■■問問Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団
事務局（☎ 0120-76-0152、
平日の午前 10 時～午後２時、
■■ＨＨ https://bkantohoku.com）

　市内企業のブースで実際に仕
事を体験できます。
▼とき　10月 13日（水）、午
後１時～４時（受け付けは午後
０時30分～／入退場自由）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼対象　市内の企業に就職を希
望する人
※求職申し込みを希望する場合
は、ハローワークの登録が必要。
▼参加企業数　10 社程度（予
定）
▼参加料　無料
▼その他　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
／当日はヒロロ３階の託児室を
利用できます（事前の申し込み
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）

　相談員が看護職
の人の仕事探しを
サポートします。
▼と き　10 月 18
日、11月 15日、12月 20日、
令和４年１月 17 日、２月 21
日、３月 28日（いずれも月曜
日）の午後１時～４時
▼ところ　弘前就労支援センタ
ー（駅前町、ヒロロ３階）

企業説明会・仕事体験会

看護のお仕事移動相談

※平日の午前９時～午後４時に
電話・Eメールなどでの相談も
随時受け付けています。
■■問問青森県看護協会青森県ナース
センター（青森市中央３丁目、☎
017-723-4580、■■ＥＥ aomori@
nurse-center.net）

①表計算ソフト
の関数有効活用
▼と き　10 月
28日（木）
▼申込期限　10月 13日（水）
②表計算ソフトによる効率的な
データ分析
▼とき　11月 12日（金）
▼申込期限　10月 27日（水）
③表計算ソフトのピボットテー
ブル活用
▼とき　11月 18日（木）
▼申込期限　11月２日（火）
～共通事項～
▼時間　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　企業からの推薦を受け
た人（事業主本人も含む）＝各
12人
▼受講料　各2,200円
▼申し込み方法　ファクスで申
込書を提出してください。申込
書はホームページからダウンロ
ードできます。
■■問問ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、■■ＦＦ 017-777-
1187、■■ＨＨ https://www3.jeed.
go.jp/aomori/poly/）

　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

表計算ソフトの業務有効
活用セミナー

求職者支援訓練の受講者募集

練受講給付金が支給されます。
▼とき　12 月８日（水）～令
和４年３月７日（月）
▼ところ　JMTC弘前教室（御
幸町）
▼申込期限　11月 10日（水）
▼受講料　無料（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、各訓練施設
に受講申込書を提出
■■問問 弘前公共職業安定所（☎
38-8609、音声案内42＃）

　在職中の人
を対象とした
技能検定対策
講習を実施し
ます。
▼とき　現寸図・墨付…12月
６日（月）・８日（水）・10日（金）・
13日（月）・15日（水）／加工・
組立…令和４年１月５日（水）・
７日（金）・11 日（火）・13
日（木）・14日（金）
※いずれも午後６時～９時。
▼ところ　弘前高等技術専門校
▼定員　各10人
▼受講料　1,300 円
▼募集期間　現寸図・墨付…
10月 27日（水）～ 11月 12
日（金）／加工・組立…10月
27日（水）～12月 14日（火）
▼申し込み方法　電話またはフ
ァクス、郵送で申し込みを。
※受講申込書はホームページか
らダウンロード可。詳しくはホ
ームページをご覧ください。
■■問問 弘前高等技術専門校（〒
036-8253、緑ケ丘1丁目1の
9、☎ 32-6805、■■ＦＦ 35-5104、
■■ＨＨ https://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/job/hi-gisen_
zaishokusha.html）

建築大工技能検定実技試験
対策講習　受講生募集

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

看護のお仕事移動相談
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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

各種スポーツ・体操教室

（※）…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）・教室名の記入を。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。
共通事項…飲み物、汗拭きタオル、（室内の場合）室内シューズを持参し、
運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。詳しくは各施設に
確認を。

ソフトバレーボール体験教室

■■時時 10 月 15 日～ 12 月 24 日の
毎週金曜日（12月 17日を除く）、
午前 10時～正午
■■所所岩木B&G海洋センター（兼平
字猿沢）
■■内内ソフトバレーボールの基本や試
合
■■定定市民＝ 15人　■■￥￥無料
■■問問 10 月９日（土・必着）までに、
往復はがき（※）で金属町体育セ
ンター（〒 036-8245、金属町
１の９、☎ 87-248）へ。

水泳教室（バタフライ）

■■時時 11 月２日～19日の毎週火・
金曜日、午前10時～11時
■■所所温水プール石川（小金崎字村元）
■■内内バタフライの基本練習
■■定定クロールが 25m以上泳げる市
民＝ 15人　■■￥￥無料　
■■持持水着、水泳帽、ゴーグル
■■問問 10 月 16日（土・必着）までに、
往復はがき（※）で温水プール石
川（〒 036-8123、小金崎字村
元 125、☎ 49-7081）へ。

第10回B&G会長杯
ラージボール卓球大会

■■時時 11 月７日（日）、午前９時～（受
け付けは午前８時 30分～）
■■所所弘前B&G海洋センター（八幡
町１丁目）
■■内内男女混合団体戦（男２、女２）
■■定定市民および弘前ラージボール卓
球協会員（大学生は除く）
■■￥￥ 1,300 円（弁当代込み）
■■問問 10 月 21 日（木）までに弘前
ラージボール卓球協会（桜庭さん、
☎ 090-5183-1215）へ。

弓道教室

■■時時 11 月１日～２月 10日の毎週
月・木曜日、午前 10時～正午
■■所所青森県武道館（豊田２丁目）近
的弓道場
■■内内弓道の基本（所作）～射法
■■定定 10 人（先着順／高校生以下不
可）　■■￥￥無料
■■問問 10 月４日（月）～ 15日（金）
に青森県武道館（☎ 26-2200）
事務室窓口またはファクス（■■ＦＦ
26-2206）申し込みを。

■■時時…とき　■■所所…ところ　■■内内…内容　■■定定…定員・対象　■■￥￥…参加料　■■持持…持ち物　■■問問…問い合わせ・申込先

労働相談会

■■時時①10月５日（火）の午後１時
30分～３時30分／②10日（日）・
17日（日）・24日（日）の午前
10時 30分～午後０時30分
■■所所５日・24日…県労働委員会（青
森市新町２丁目）／ 10日…総合
学習センター（末広４丁目）２階
／ 17日…ユートリー（八戸市一
番町）４階
■■内内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の相談
※事前の予約が優先。
■■￥￥無料
■■問問県労働委員会事務局（☎ 017-
734-9832）／労働相談ダイヤ
ル（☎ 0120-610-782）

１日合同行政相談所

■■時時 10 月 15日（金）、午前10時
30分～午後３時
■■所所ヒロロ（駅前町）３階ヒロロスク
エア
■■内内各種行政機関や弁護士などによ
る、税金、労働、道路、年金、交
通安全、多重債務、相続、隣人と
のトラブルなど、暮らしのさまざ
まな疑問や困りごとの相談
■■定定各機関９人（先着順） 
■■￥￥無料
※事前の予約が必要。
■■問問 10 月１日（金）の午前９時以
降に、青森行政監視行政相談セン
ター（☎ 0570-090110）へ。

各種無料相談など

　求職中なら誰で
も無料で参加でき
面接も可能です。
▼とき　10月７日（木）・25日
（月）の午後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）

　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します。
▼講師　中野綾子さん（キャリ
アコンサルタント・元NHK青
森放送局キャスター）
▼とき　セミナー＝ 10 月 16
日（土）、午前 10 時～ 11 時
30分／キャリアコンサルティ
ング＝ 10 月 16 日（土）・20
日（水）
▼対象　在職中または求職中の
女性
▼定員　各回 30 人（先着順）
▼受講料　無料（通信料は自己
負担）

求人説明会・ミニ面接会

ジョブ・カードを活用した
キャリア・アンカーセミナー

※セミナーは10月 11日（月）
までに申し込みが必要／申し込
み方法やキャリアコンサルティ
ングの詳細は、ホー
ムページ（QRコー
ド）で必ず確認を。
■■問問青森キャリア形成サポートセ
ンター（☎017-723-5315）

【プレゼンソフト
の業務活用】
▼とき　11月４日（木）
▼ところ　JMTC弘前教室（御
幸町）
▼定員　12人
▼受講料　2,200 円
▼申込期限　10月 19日（火）

【企業価値を上げるための財務
管理】
▼とき　11月 16日（火）
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼定員　15人
▼受講料　3,300 円
▼申込期限　11月２日（火）
～共通事項～
▼時間　午前９時 30分～午後
４時30分
▼対象　企業から推薦を受けた
人（事業主本人も含む）
▼申し込み方法　ファクスで申
込書を提出（申込書はホームペ
ージからもダウンロード可）
■■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/）

　10月18日～24日は行政相
談週間です。毎週水曜日に開設
している行政相談委員による行
政相談所を、10月19日（火）
～24日（日）は毎日開設します。

生産性向上支援訓練
受講生募集

行政相談週間　無料行政相談

相談無料で、秘密は厳守します。
▼開設時間　午前10時～午後
3時
▼ところ　市民生活センター
（ヒロロ〈駅前町〉３階）
▼相談内容　行政サービス（道
路・河川、年金、医療保険、老
人福祉、登記、労働基準、雇用
保険、自動車検査・登録、窓口
サービスなど）への苦情や意見・
要望、相談など
■■問問市民生活センター（☎ 33-
5830）／青森行政監視行政相
談センター（☎ 0570-090110）

『おうち時間　家族で
点検　火の始末』
　10月18日（月）～24日（日）
の１週間、県下一斉に「秋の火
災予防運動」が実施されます。
この季節は日増しに寒くなり、
火を取り扱う機会が多くなりま
す。暖房器具の点検はお済みで
すか？ちょっとした油断や火の
取り扱いの不注意が火災の原因
になることがあります。
　自宅の住宅用火災警報器は正
常に作動していますか？尊い命
や貴重な財産を守るため、いざ
という時に機能するか確認しま
しょう。まだ取り付けていない人
は早めの設置をお願いします。

『住宅防火  いのちを守る 10
のポイント』
〇４つの習慣…①寝たばこは絶
対にしない、させない／②スト
ーブの周りに燃えやすいものを
置かない／③こんろを使うとき
は火のそばを離れない／④コン
セントはほこりを清掃し、不必
要なプラグは抜く。
〇６つの対策　①ストーブやこ
んろ等は安全装置の付いた機器
を使用する／②住宅用火災警報
器を定期的に点検し、10年を
目安に交換する／③部屋を整理

秋の火災予防運動

整頓し、寝具・衣類・カーテン
は防炎品を使用する／④消火器
等を設置し、使い方を確認して
おく／⑤高齢者や身体の不自由
な人は、避難経路と避難方法を
常に確保し、備えておく／⑥防
火防災訓練への参加、戸別訪問
などにより、地域ぐるみの防火
対策を行う
■■問問 弘前消防本部予防課（☎

32-5104）、最寄りの消防署・
分署へ。

▼とき　11月９日（火）
　　　　午前９時30分～正午
▼ところ　岩木文化センター
（賀田１丁目）

甲種防火管理再講習
該当する施設は受講を

▼定員　70人（先着順）
▼受講料　無料（事前に書店な
どでテキストの購入が必要）
※詳細はホームページ（http://
www.hirosakifd.jp/）で確
認できます。
■■問問 10月11日（月）～10月15
日（金）に、弘前消防本部予防
課（☎32-5104）か最寄りの
消防署・分署へ。
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定期予防接種など
【定期接種と新型コロナウイル
スワクチン接種について】
　定期の予防接種の標準的な接
種時期は、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
て決められています。新型コロ
ナウイルス感染症の予防に伴う
外出自粛等により、必要な予防
接種を控えることのないように
しましょう。新型コロナウイル
スワクチン接種の前後に他のワ
クチンを接種する場合は、原則
13日以上の間隔をあけると接
種できます。

【小児インフルエンザワクチン
の接種費用助成】
　対象者には、インフルエンザ

予防接種１回分無料の助成券を
送付します。内容をよく読み、
接種時まで大切に保管を。
▼実施期間　令和４年１月 31
日まで
▼対象　６カ月以上の未就学児
※接種の際は助成券と母子健康
手帳を忘れずに医療機関に提出
してください。

【高齢者肺炎球菌感染症の定期
接種】
▼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／
今年度 60歳～ 64歳になる人
で、心臓・腎臓・呼吸器の機能
および免疫機能に障がい（障害
１級程度）がある人

※過去に受けた人は対象外。
▼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。

【風しん抗体検査とワクチン接
種費用を全額助成】
▼実施期間　令和４年３月 31
日まで
▼対象 平成２年４月１日以前
に生まれた市民で、次に該当す
る人
①妊娠を予定している女性
②①または風しん抗体価が低い
妊婦の同居者
※過去に風しんにかかった人、
助成を受けたことがある人は対
象外／健康増進課に事前の申し
込みが必要。

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。
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おすすめポイント♥

豆花（トウファ）
File.118弘前市食生活改善推進員会 簡単デザートレシピ

おうちごはんが増える中で、家庭の食卓が家族のふれあいや関
わりの中心になってきています。一緒に食べたり、作ったりす
ることで、楽しくおいしく、心も体も健康になりましょう♪

■１人分の栄養量
エネルギー／ 92kcal、たんぱく質／
3.9g、脂質／ 2.8g、カルシウム／
26mg、食塩相当量／ 0.1g

豆乳 ………………… 300ml
砂糖 ……………… 小さじ２
粉ゼラチン ………………４g
水 ………………… 大さじ２
黄桃（缶詰） ………… 半玉
粒あん ………………… 40g

 材 料 ①容器に水と粉ゼラチンを振り入れ、５分
ほどふやかす。黄桃は８等分に切る。
②耐熱容器などに豆乳と砂糖を入れ、電
子レンジ（600W）で４分ほど加熱する。
60～80℃に温まったら、①のゼラチン
を加えよく混ぜて溶かし、粗熱をとって
冷蔵庫で冷やし固める。
③固まったらスプーンですくい取って器に
盛り、黄桃と粒あんを飾って出来上がり。

４人分

弘前市　集団検診 検索健康と福祉ごよみ 検索

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

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 　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。
　健診受診の際は、母子健康手帳の持参を（★の健診は健康診査票が必要）。

名　称 とき　・　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★ 保健センターでの健診日＝10月 27日（水）・28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 10月 13日（水）・14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）

11 月１日（月）、①午前 10 時 10 分～ 10 時 50 分／②午前
11時 20分～正午（いずれも開始10分前から受け付け）〈※１〉

10 月 15日（金）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）

11 月５日（金）、①午前 10 時 10 分～ 10 時 50 分／②午前
11時 20分～正午（いずれも開始10分前から受け付け）〈※１〉

〈※１〉…予約制です。詳しくは個別通知をご覧ください。

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

10 月 12 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＝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

　皆さんが高血圧予防に身近なもの
として取り組めるよう募集した「高
血圧予防に関する標語」の授賞作品
を決定しました。最優秀賞作品は、
市が作成する健康づくりに関す
る冊子やチラシなどに掲載
し、広報活動に活用します。
詳しくは市ホーム
ページをご覧く
ださい。

市が作成する健康づくりに関す
る冊子やチラシなどに掲載
し、広報活動に活用します。
詳しくは市ホーム
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※
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
。

竹
たけや

谷  駿
しゅんすけ

佑ちゃん
R2.10.9生（大町 1）

外
とのさき

﨑 月
つきひ

陽ちゃん
R2.10.10生（外崎 2）

今
こん

  那
ななせ

夕ちゃん
R2.10.17生（昴）

幸
こうやま

山  絃
いと
ちゃん

R2.10.25生（松原東1）

櫛
くしびき

引 瑛
え ま

茉ちゃん
R2.10.3生（蔵主町）

黒
くろぬま

沼 莉
り ほ

帆ちゃん
R2.10.29生（西城北３）

芦
あしだ

田 心
ここな

那ちゃん
R2.10.8生（宮園 2）

鎌
かまた

田 華
か の は

乃葉ちゃん
R2.10.27生（駅前 2）

蒔
まかなえ

苗 恭
きょうた

汰ちゃん
R2.10.1生（宮園 4）

伊
いとう

藤 羽
は こ

胡ちゃん
R2.10.8生（松木平）

石
いしやま

山  和
やまと
ちゃん

R2.10.14生（小沢）
木
きむら

村 心
み う

優ちゃん
R2.10.25生（早稲田1）

安
やすだ

田  朔
さく
ちゃん

R2.10.29生（城西 1
）

奥
おくむら

村 一
かずとも

朋ちゃん
R2.10.14生（桔梗野4）

板
いたばし

橋 佑
ゆうま

真ちゃん
R2.10.14生（取上 5）

石
いしおか

岡  澪
みお
ちゃん

R2.10.3生（松木平）

11 月１日号の投稿募集

★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メールで応募を。
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 11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？

応募締め切り
10 月７日（木・必着）

※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。

「 」

佐
さとう

藤 優
まさひろ

広ちゃん
R2.10.19生（取上 5）

小
お の

野 紬
つむぎ

希ちゃん
R2.10.27生（吉野町）三

みかみ

上 櫻
おうり

莉ちゃん
R2.10.11生（大久保）
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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★

大学コンソーシアム学都ひろさき「共通授業」

８月20日　市民文化交流館ホール（駅前町）

ファッション甲子園2021

８月22日　市民会館（下白銀町）

誓願寺山門修復工事

９月９日　誓願寺（新町）

弘前大学インターンシップ生の作品 ８月31日　岩木山神社（百沢字寺沢）

こんなときは
どうするの！？

QQ 　そろそろ母親の介護が必要かな…と思っているのですが、まずはど
こに相談したらいいでしょうか。

AA 　市内に７つある地域包括支援センターに相談し
てみよう。このセンターは、高齢者の皆さんが住

み慣れた地域で、安心して生活を続けられるように支援を
行う総合相談窓口なんだ。保健や福祉の専門職員が、連
携して皆さんの相談に応じるから、介護に関する悩みや
介護認定のことなど気軽に相談してみてね。担当区域ご
とのセンターは介護福祉課で教えてくれるよ。
■問い合わせ先　介護福祉課自立・包括支援係（☎40-4321）

　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、季節が移り変わる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。

＠ chunzhinailianggang＠ chunzhinailianggang ＠ yagitchi1316＠ yagitchi1316

今月の納税

納期限

11/ １（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３期
国民健康保険料　第４期
介護保険料　第４期
後期高齢者医療保険料　第４期

大 学生25 人がまちづくりを考えるワーク
ショップを実施。自転車に優しい道路整備

など、学生目線の３つの事業が投票によって選ばれ、
学生の手で市長に直接提案書が提出されました。

@xx.iuypic.xx@xx.iuypic.xx

第１回「ひろさき観光ミライラボ」

弘前大学３年生
　　　　　　　徳井さん撮影

弘 前大学の３人の学生がインターンシップとして広聴広報課の業務を体験。実際に広報ひろさきの取材をする時に
使用している一眼レフカメラで、秋の気配を感じる岩木山神社の風景を撮影しました。
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弘前大学３年生
　　　　　　田地野さん撮影

弘前大学３年生
　　　　　　　樋口さん撮影

第 20回全国高等学校ファッションデザイン選
手権大会の最終審査会がオンラインで開催。

全国の高校生がデザイン・縫製した作品が一堂に会
し、五所川原第一高等学校が初優勝しました。

誓 願寺山門の保存修理と耐震の工事を行って
います。伝統的な竹でできた「竹釘」を用

いて、こけらぶきの屋根を素早くふいていく作業に、
熟練した職人の技が光っていました。

８月24日　旧第五十九銀行本店本館（元長町）

観 光関係者などが、弘前の観光の「ミライ」を
考える共創会議を開催。観光資源の再編集を

テーマに、参加したメンバーがそれぞれアイデアを
出し、議論を重ね観光の方向性を探りました。

■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 ７ 月 の

ごみ排出量
（燃やせるごみ）

4,945t
便利な弘前市ごみ収集アプリ！

収集日・分別、資源物の回収場所が分かるよ♪
App Store、Google Playから検索！

384t減！
（昨年同月比）

弘前　ごみ
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▼休館日　第３月曜日（10 月 18 日、
11月15日）
■問い合わせ先　高岡の森弘前藩歴史館
（高岡字獅子沢、☎83-3110）

秋の企画展

　蝦夷地や蝦夷島（えぞがしま）と呼ばれた
北海道と津軽の間では、交易や漁業といった
さまざまな目的のもとに多くの人々が行きか
い、両地域を結びつける津軽海峡が「海の道」
として大きな役割を果たしてきました。本展
示では、江戸時代における蝦夷地と津軽のか
かわりを紹介します。
▼とき　12月 19日（日）までの午前９時
30分～午後４時30分
▼観覧料　一般＝300円、高校・大学生＝
150円、小・中学生＝100円
※市立博物館との共通券もあります。詳しく
は歴史館または博物館へ／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。住所や年齢を確認できる
ものの提示を。 ▲▲松前之図（当館蔵）松前之図（当館蔵）


