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

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

11 月は11 月は

「旬感！弘前秋物語」観光キャンペーン「旬感！弘前秋物語」観光キャンペーン
　実りの秋、観光の秋。11月は新しい魅力がたくさん詰まった「弘前城菊と紅葉まつり」をはじめ、市
内各所でさまざまなイベントが目白押し！

▼とき　11月６日（土）・７日（日）
▼ところ　りんご公園（清水富田字寺沢）
■問い合わせ先　弘前市りんご公園まつり事業
実行委員会事務局（りんご課内、☎40-2354）

津軽・弘前を再発見する市民参加
型のアートの展覧会。
▼とき　11 月 27 日（土）～ 12
月５日（日）
▼ところ　市内各所
▼鑑賞料 高校生以上＝ 900 円、
小・中学生＝200円、乳幼児＝無料
■問い合わせ先　Hirosaki Arts Pollination
事務局（HIROSAKI ORANDO〈ヒロサキオ
ランド〉内、☎40-3950）

※イベントの内容は予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。お出かけの際は感染対策をしてお楽しみ
ください。主催者が講じる感染対策に従わない場合は、入場・参加をお断りすることがあります。

■問い合わせ先　観光課（☎40-0236）

ひろさきりんご収穫祭

ひろさき寄席 in 旧弘前偕行社
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The 津軽三味線 2021 街角ライブ
今年は、市内各所で街角ライブを実施します。迫
力満点の津軽三味線の演奏をお楽しみください。
▼とき　11月３日（水・祝）・５日（金）・６日（土）・
12日（金）・13日（土）・14日（日）・ 19日（金）・
20日（土）・26日（金）・27日（土）
▼ところ　市立観光館、弘前れんが倉庫美術館（吉
野町）、城東閣（鍛冶町）ほか
■問い合わせ先　The 津軽三味線実行委員会事
務局（弘前商工会議所内、☎33-4111）

▼とき　11月１日（月）～７日（日）
▼ところ　弘前城植物園（弘前公園内）
■問い合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎
37-5501）

弘前城菊と紅葉まつり

弘前の飲食店を、ピンチョス（一口大の軽食）と
飲み物を提供するスペイン風バルに見立てて、飲
食と街歩きを楽しむ「弘前バル街」が復活します。
▼とき　11月13日（土）～20日（土）
▼チケット料金　前売り＝3,500円（700円×
５枚つづり）、当日＝4,000円、特別割引チケッ
ト＝2,000円（2,000冊限定／無くなり次第終了）
※10月下旬から販売予定。
■問い合わせ先　弘前バル街事務局（☎ 40-
2004）

弘前バル街

落語家・桂米助などが寄席を行います。
▼とき　11月３日（水・祝）
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▼入場料　前売り＝2,000円、当日＝2,500円
（100席限定）
▼チケット販売場所　市立観光館、まちなか情報
センター（土手町）
■問い合わせ先　弘前観光コンベンション協会
（☎35-3131）

食べて！泊まって！弘前応援キャンペーン
お得に市内の宿泊施設に泊まって、市内で食べたり買い物をしたりして秋の観光をお楽しみくだ
さい！市民の利用も大歓迎です。
■問い合わせ先　弘前観光コンベンション協会（☎35-3131） →詳しくは4ページへ

→詳しくは2～４ページへ
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弘前城菊と紅葉まつり弘前城菊と紅葉まつり
11月１日（月）～７日（日）11月１日（月）～７日（日）

新型コロナウイルス感染症対策について

　来場の際は、検温・マスク着用・連絡先の記入
のほか、園内各所に設置する消毒液での手指消毒
にご協力をお願いします。
※掲載している内容は予告なく変更・中止する場
合があります。主催者が講じる感染対策に従わな
い場合は、入場をお断りすることがあります。

■■問い合わせ先問い合わせ先　市立観光館市立観光館
　（下白銀町、☎ 37-5501）　（下白銀町、☎ 37-5501）

『願いが灯る りんごの木』

　高さ４ｍにも及ぶ竹で作
られたりんごの木に、願い
を灯します。皆さんの願い
事を書いた袋を LED ライ
トに袋掛けすることで、赤
く輝く唯一無二のりんごの
木が完成します。

『龍の花滴（はなしずく）』

　龍の軌道を描いた竹で演出された、菊や摘果り
んごなどが浮かぶ鮮やかな花手水（はなちょうず）
です。手水内は七色にライトアップします。

『ひろふ花の動物園』

　追手門と東門の入り口に、
弘前大学教育学部附属中学校
の美術部の卒業生が制作した
作品に、現在の部員が花化粧
した動物たちが登場。来場す
る皆さんをお出迎えします。

　弘前城天守や櫓（やぐら）、城門の通常ライト
アップに加え、もみじと桜の紅葉特別ライトアッ
プを行います。また、新しい演出として篝火（か
がりび）や行灯（あんどん）を設置し、夜の公園
の魅力を幻想的に表現します。秋夜の弘前公園で
しか味わうことのできない、華やかで妖艶に煌め
く世界をぜひご堪能ください。
▼期間　11月１日（月）～11月中旬ころ
　　　　午後４時～８時（予定）

Flower Art

　花の世界大会で金賞を受賞した花景家（かけい
か）・阿部喜恵さんが昨年に続きフラワーアート
をプロデュース。『枯木龍吟（こぼくりょうぎん）』
をテーマに、昨年を越えるスケールで華やかな異
世界を演出し、まつりを盛り上げます。
▼ところ　三の丸庭園（弘前城植物園内）周辺ほか

『昇天華龍（しょうてんかりゅう）』

　昨年に制作した昇天龍が全長約 100mとさら
にダイナミックになって帰ってきます。三の丸庭
園を躍動する、色鮮やかな花をまとった龍が大き
くうねるエネルギッシュな姿には、明るい未来へ
の願いが込められています。

『花くぐり』

　三の丸庭園入口
に、菊で彩られ
た巨大な花輪が登
場！昇天華龍が待
つ華々しい世界へ
皆さんを導きま
す。

　昨年、弘前城秋の大祭典で大好評だったクラフ
ト展を開催します。アートクラフト作品の展示・
販売を期間限定で実施します。
▼とき 11月６日（土）・７日（日）
　　　　午前９時～午後３時
▼ところ　市民広場（弘前公園内）

　弘前公園内を舞台に、謎解きをしながら散策し
ます。まつり期間中に参加した人には記念品をプ
レゼントするほか、さらに全問正解した人から抽
選で、弘前関連の賞品をプレゼントします。
▼とき　まつり期間中の午前９時～午後５時
▼受付場所 弘前城植物園券売所
▼参加料　１組1,500円

　三の丸庭園の「昇天華龍」をバックにプロジェ
クションマッピングを投影します。
▼とき　まつり期間中の午後５時～
▼ところ　三の丸庭園（植物園内）

Light up

まつり期間中は、次のエリアに無料で入場できます。
①弘前城植物園（メイン会場）
▼入園時間　午前９時～午後７時（最終入園は午後６時
30分）
②弘前公園有料区域（本丸、北の郭）
③藤田記念庭園
▼入園時間　午前９時～午後５時

願いが灯る
りんごの木

紅葉見どころ
ポイント
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フラワーアート

紅葉特別ライトアップ

土手町循環100円バス
夜８時まで延長運行

11月１日（月）
　　～７日（日）

延長
時間
夜６時20分～８時
（20 分間隔）

弘前公園の特別ライトアップに合わせて運行時間を
延長します。ぜひご利用ください。

夜

北の郭物産館
津軽の物産品の販売を行います。
▼営業時間 午前９時～午後７時

ちびっ子新幹線の運行
　バラ園前では、子どもたちに大人気のちびっ子
新幹線を無料で運行します。
▼とき　まつり期間中の午前９時～午後４時

中濠紅葉観光舟の運航
▼とき　まつり期間中の午前９時～午後５時（最
終乗船は午後４時30分まで）
▼乗船時間　約25分
▼定員　13人
▼料金　中学生以上＝500円、小学生以下＝無料
※小学生以下は保護者の同伴が必要です。

　弘南鉄道沿線に無料の駐車場を設置します。

■問い合わせ先　地域交通課（☎35-1124）

3広報ひろさき　２０２１.10.15

駐車場名 最寄り駅 収容台数
弘
南
線

①黒石駅臨時駐車場 黒石駅 約 80台
②田んぼアート駅前駐車場
（弥生の里第２駐車場） 田んぼアート駅 約 80台

大
鰐
線

③大鰐温泉駅前駐車場 大鰐駅 約 50台

④温水プール石川駐車場（※） 石川プール前駅 17台

⑤石川駅駐車場 石川駅 約５台

⑥大仏公園第２駐車場 石川駅 約 15台

⑦小栗山農村交流公園駐車場 小栗山駅 約 15台

⑧弘前学院大学構内駐車場（※）弘前学院大前駅 約120台
※利用時間は④…午前９時～午後９時／⑧…11月 3日（水・
祝）・6日（土）・7日（日）の午前８時 30分～午後９時。

運行
期間

弘前城菊と紅葉まつり会場図

Claft Market Other

Park and Ride

Mystery Solving

Projection Mapping

クラフトエリア その他

弘南鉄道
パークアンドライド駐車場

弘前公園謎解きイベント

プロジェクションマッピング
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Town Information 市政情報

学用品費などを
一部援助します 令和４年度就学援助の申請を受け付け中

　経済的理由により就学が困難な小・中学校の児
童生徒の保護者に対して、学用品費等の就学費用
を一部援助します。援助を受けるためには、申請
して審査を受ける必要があります。申請は随時受
け付けていますが、４月から認定を受けるために
は、３月までの申請が必要です。
▼対象　市立小・中学校に就学する児童生徒の保
護者で、次のいずれかに該当する人
○生活保護が停止または廃止となった人
○世帯全員が市民税所得割非課税の人
　※住宅借入金等特別税額控除は適用しません。
○国民年金保険料が全額免除の人
○児童扶養手当の全部支給（一部支給停止されて
いない）を受けている人
○市民税が減免決定された人

○国民健康保険料が減免決定された人
○そのほか、経済的に就学に困難な状況が認めら
れる人（学校などを通じて確認します）
※市立小・中学校以外に就学している場合でも、
児童生徒および保護者が市内に居住している場合
は認定できることがありますので、お問い合わせ
ください。
▼申請に必要なもの　令和３年１月２日以降に転
入した人は令和３年度所得課税証明書、市民税・
国民健康保険料の減免理由で申請する人は減免決
定通知書
■問い合わせ・申請先　学務健康課（賀田１丁目、
岩木庁舎３階、☎ 82-1643）／学務健康課分室
（市役所１階）
※電話での問い合わせは学務健康課へ。

親子で作ろう！菊とりんごの花手水
　弘前城菊と紅葉まつりでフラワーアートの制作
を行っている花景家の阿部喜恵さんと一緒に、大
きな水を張った鉢をキャンバスに、花や植物、摘
果りんごなどを使って色鮮やかな花手水「龍の花
滴」を作ります。装花のバランスや美しく見える
ポイントなど、自宅などでも活かせるポイントが
詰まった制作体験プログラム。出来上がった花手
水は、菊と紅葉まつりの期間中に三の丸庭園内で
展示します。秋の公園散策と一緒に親子で参加し
てみてはいかがですか。
▼とき　10月 31日（日）
　　　　1回目…午後１時～２時
　　　　2回目…午後２時30分～３時 30分
▼ところ　三の丸庭園（弘前城植物園内）
▼対象　親子各回４組（１組は４人まで）
※大人だけでも参加できます。

▼参加料　無料（参加者は入園料も無料）
▼持ち物　園芸用はさみ（貸し出しも可）、軍手
※作業しやすい服で参加を。
▼申し込み方法　10月 25日（月）までにEメー
ル（件名を「菊と紅葉まつりワークショップ参加
希望」とし、代表者氏名・住所、電話番号、参加
人数、参加者の年齢を明記）で申し込みを。
※後日、参加の可否をEメールで返信します。
▼問い合わせ・申込先　HIROSAKI_AIR
（樽澤さん、☎ 050-5375-7294、E メール
hirosakiair@gmail.com）

飲食・お
土産

タクシ
ーで

市内宿泊で

2,000円
2,000円

■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〉）

ワクチンの接種状況について
　９月22日（水）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（※）15万 3,175
人のうち、１回目の接種が済んでいる人は10万
5,955 人、２回目の接種が済んでいる人は９万
2,173 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。

アストラゼネカ社ワクチンの
接種について

　青森県では40歳以上の人などを対象に、９月
からアストラゼネカ社ワクチンの接種を実施して
います。ファイザー社ワクチンは10月中旬以降
の供給の見通しが国から示されていないため、下
の対象に該当し、ワクチン接種を希望する人は、
こちらでの接種もご検討ください。
▼接種会場　青森県総合健診センター（青森市佃
２丁目）
▼対象　①40歳以上でアストラゼネカ社ワクチ
ンの接種を希望する人、②ポリエチレングリコー

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ

※  12歳以上の市民15万3,175人（９月１日現在）

％

％
105,955 47,220

92,173 61,002

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

ル（PEG）に対するアレルギー等で、mRNAワク
チン（ファイザー社ワクチン、武田／モデルナ社ワ
クチン）を接種できない人、③海外等でアストラ
ゼネカ社ワクチンを1回接種済みで日本在住の人
▼申し込み方法　予約コールセンター（☎
0570-007-811）または青森県ホームページ（予
約システム）、LINEで申し込みを。

※詳しくは青森県ホームページ（右の
QRコード）で確認を。

【予約システム】 【LINE】

4

キリトリ線キリトリ線

来場の際は、事前に下の受付用紙に記入し切り取りの上、
入場受付場所への持参をお願いします。

飲食・お
土産

タクシ
ーで

市内宿泊で

2,000円
2,000円

　昨年大好評だった「食べて泊まって弘前応
援キャンペーン」を11月から再開します。
弘前の魅力を再発見する旅にお得に出かけて、
弘前を応援しませんか。
▼期間　11月１日（月）～令和４年２月28
日（月）
▼内容　市内対象宿泊施設の宿泊料金１泊に
つき１人2,000円割引＋市内飲食店等で利用
できるクーポン券2,000円分を進呈
▼対象　青森県内在住でキャン
ペーン対象宿泊施設に宿泊する人
※詳しくはホームページ（QR
コード）で確認を。
■問い合わせ先　弘前観光コンベンション協
会（☎35-3131）

食べて！泊まって！食べて！泊まって！

弘 前 応 援弘 前 応 援
キャンペーンキャンペーン

市民の利用市民の利用
 大歓迎！ 大歓迎！

Workshop

ワークショップ
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高齢や障がいなどで敷地内の
雪処理に困っている
　市では、高齢者や障がい者など、自力で道路ま
での間口の除雪作業をすることが困難で、経済的
に余裕がない人からの雪処理の要望に迅速に対応
するため、地区により担当窓口を定めています。
それぞれの問い合わせ先は次のとおりです。
●弘前地区…障がいのある人＝障がい福祉課（市
役所１階、☎ 40-7036、40-7122）／高齢者
＝介護福祉課（市役所１階、☎40-7114）
●岩木地区…岩木総合支所民生課（賀田１丁目、
☎82-1628）
●相馬地区…相馬総合支所民生課（五所字野沢、
☎84-2113）

自宅の雪処理に困っている
●除排雪をお願いしたい…シルバー人材センター
に依頼（有料）
▼受付時間　午前８時30分～午後５時15分
■問い合わせ先　シルバー人材センター（南袋町、
☎36-8828、土・日曜日、祝日は休み）
※屋根の雪下ろしは行っていません。また、シルバー
人材センターの会員が少ない地区など、依頼場所に
よっては対応できない場合があります。

　平成 23・24年度の豪雪により、市では平成
26年３月に「弘前市雪対策総合プラン」を策定し、
雪との共生を図る取り組みを４年間進めてきまし
た。
　この間、私たちを取り巻く環境の変化と課題は
時代とともに複雑化しており、あらためて雪国「弘
前」の暮らしを見つめ直すため、令和２年６月に「弘
前市雪対策総合プラン改訂版」を策定しました。

雪対策総合プランとは

　市の雪に関する総合的な政策です。改訂版では
『安心で暮らしやすく地域との協働で支える元気
なまちづくり』を基本方針とし、効果的な雪対策
の推進に向けた実効性の高い実施計画となってい
ます。

弘前市雪対策総合プランについて

　少子高齢化や核家族化の進展、さらには個人の
生活様式の多様化などにより、家族や地域のつな
がりが希薄になっている一方で、快適な雪国生活
を求める声が多いことから、雪への取り組みにつ
いては今後も強化していく必要があります。しか
し、行政の取り組みだけでは、市民の皆さんが満
足できる成果を上げることは難しく、市民および
事業者の皆さんの協力が
必要不可欠です。
　自助・共助の精神を
持って、市民・事業者・
行政がお互いにそれぞれ
の役割を果たし、協力し
て快適な雪国生活を実現
しましょう。

市民・事業者・行政の協働で
快適な雪国生活の実現を

雪処理にお困りですか？

 令和３年度

みんなで力を合わせて、
冬を快適に過ごしましょう。

市では、市民の皆さんが冬を快適に過ごせるよう毎年除排雪
体制を見直し、効果的な除排雪に努めています。しかし、行
政の取り組みだけでは、市民の皆さんが満足できる成果を上
げることは難しく、皆さんの協力が必要です。

　住宅街などで雪置き場の不足を解消するた
め、地域住民のための雪置き場として空き地を
無償で貸し付けした場合、この土地に係る翌年
度の固定資産税および都市計画税の３分の１以
内を減免します。

　冬期間における快適な市民生活の確保を図る
ため、生活道路の除雪作業や高齢者等世帯の間
口の雪寄せ処理を行う町会等に対して、小型除
雪機（ハンドガイド）の貸し出しを行います。

　冬期間の生活道路の安全な通行を確保するた
め、市が除雪作業を行う路線以外の生活道路の
除雪を行う町会等に対して報償金を支給します。

　一般除雪により狭くなった生活道路を、除雪
機械や融雪設備を活用して拡幅作業や排雪作業
または融雪活動を行う町会等に対して、燃料費
や電気料の一部を報償金として支給します。

①町会雪置き場事業

③小型除雪機町会貸出事業 ④町会等除雪報償金

②地域除排雪活動支援事業

市が行う雪対策支援事業

雪処理の手引き

■問い合わせ・申請先　道路維持課（☎32-8555）

STEP
１

STEP
１

STEP
１

STEP
２ STEP

２

団体を設立する
（１）除排雪活動・融雪活動
町会またはそれに準ずる団体もしくは
融雪設備の所有者
（２）間口等融雪活動
町会が認めた除雪困難者の世帯を含む
３戸以上で組織された団体

申請書を提出
▼申請に必要な書類
❶作業を行う場所がわかる地図
❷要望書（任意の様式）

町会と土地所有者が空き地の
賃貸借契約を結ぶ
※地目が宅地または雑種地で、面積が
おおむね200㎡以上の空き地。

申請書を提出
▼申請に必要な書類
❶作業を行う場所がわかる地図
❷貸出要望書（任意の様式）

※貸出台数に限りがありますので、
貸し出しを希望する町会等は事前に
問い合わせを。

※③・④…相談は申請期間外でも随時受け付けしています。

申請書を提出
※提出書類や事業実施要綱は市ホーム
ページに掲載しています。 申請書を提出

※提出書類や事業実施要綱は市ホーム
ページに掲載しています。

現地調査（交付条件の審査）
※報償金は１メートルあたり200円
（年１回を限度として交付）。

STEP
１

STEP
２

▼申請期間　10月 15日～ 11月 25日
▼実施期間　12月１日～令和４年３月31日

社会福祉協議会の除雪支援事業社会福祉協議会の除雪支援事業

　弘前市社会福祉協議会では地区社
会福祉協議会と連携し、高齢や障が
いなどで自ら除雪を行うのが困難な
世帯を対象に、地域住民の助け合いによる「除雪
支援事業（ボランティア除雪）」を行っています（事
業の流れは下図を参照）。
※対象世帯の玄関から道路までの通路確保の除雪
に限ります。また、状況によって対応できない場
合があります。

■問い合わせ先
●弘前地区…弘前市社会福祉協議会（宮園２丁目、
☎33-1161）
●岩木地区…弘前市社会福祉協議会岩木支部（賀
田字大浦、☎82-2353）
●相馬地区…弘前市社会福祉協議会相馬支部（五
所字野沢、☎84-3373）

問い合わせ先へ事前に相談
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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

【スポット企画展「生誕90年
 三浦哲郎展 ―原稿「初心」―」】
　三浦哲郎が作家としての原点
をつづった原稿「初心」を全国
で初めて公開します。
▼とき　11 月 29 日（月）ま
での午前９時～午後５時
※入館は午後４時 30分まで／
あおもり県民カレッジの単位認
定講座。
【文学忌　第10回「高木恭造」】
　高木恭造に関する特別展示を
行います。
▼とき　10 月 23 日（土）～
29日（金）
※忌日の 10月 23日は無料開
館。午前 10時から弘前文学会
による朗読会があります。

郷土文学館の催し

▼ところ　１階ロビー
【北の文脈文学講座】
▼とき　11月 20日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　千空（せんくう）さ
んの思い出
▼講師　野沢省悟さん（川柳作
家）
▼定員　15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼受講料　無料（ただし観覧料
がかかります）
▼申し込み方法　10 月 20 日
（水）から、電話か郷土文学館
受付で申し込みを。
※あおもり県民カレッジの単位
認定講座。
～共通事項～
▼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。
■問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）

　津軽に根付
いた伝統の技
と新しいデザ
インの品々を
ご覧ください。会期前半は、宮
腰清次郎さんの漆作品を展示・
販売します。
▼とき　10 月 15 日（金）～
11 月 7日（日）の午前 10 時
～午後４時
▼ところ　藤田記念庭園考古館
（上白銀町）２階ギャラリース
ペース
▼入場料　無料
■問産業育成課（☎32-8106）

まちなかクラフト村
「弘前工芸舎・秋限定企画展」

①展覧会
　ワークショップ参加者と弘前
大学教育学部附属小学校の児童
が金属箔を使って「宇宙」を描
いた作品を展示します。
▼とき　10 月 20 日（水）～
25 日（月）の午前 10 時～午
後５時（金・土曜日は午後９時
まで）
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）内市民ギャラリー
▼観覧料　無料
②赤ちゃんも！音楽ファンも！
みんなのコンサート第５回
▼とき　10月 29日（金）、午
前10時30分～11時15分（開
場は午前10時）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼内容　「子ども」をテーマに、
シューマン、ドビュッシーのほ
か、モンポウ、ハチャトゥリア
ンなど珍しい曲も織り交ぜたプ
ログラム
▼出演　ピアノ独奏…宮本香織
さん、司会…朝山奈津子さん
▼定員　50人程度
▼参加料　18歳以上 500円
▼申し込み方法
QR コードまたは
E メール、電話で
申し込みを。
▼その他　客席はマット席
（120㎝ 四方）と椅子席あり。
ベビーカーのまま入場可。演奏
中の入退場は自由。授乳室やオ
ムツ替えのできるお手洗いが会
場脇にあります。
■問アートワールドひろさき（①
出〈いで〉さん、☎ 39-3383
／②朝山さん、☎ 39-3381
／①・②共通■■ＥＥ artworld@
hirosaki-u.ac.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。

poco a poco アートのたまご

　ライトアップされた幻想的な
日本庭園を散策しませんか。
▼とき　10月 23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
※詳しくは問い合わせを。
■問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

【しぜんのいろたち～秋も一生
懸命～】
　「Snow hand made」と「丸
山染屋」の両工房による、古来
の技法を使った藍染めや草木染
めのアクセサリー、衣服などの
展示・販売を行います。
▼とき　10 月 29 日（金）～
31日（日）の午前９時～午後
４時
▼観覧料　無料
■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）

　10月 23日
（土）から 31
日（日）まで、
お化けカボチ
ャの飾りつけなどで皆さんをお
迎えします。
【数量限定！カボチャのランタ
ン作り】
▼とき　10月 30日（土）
　　　　午後１時～２時
▼定員　20組（先着順）
▼参加料　500円
【特大カボチャの重さ当てクイズ】

藤田記念庭園　夜間開園

鳴海要記念陶房館の催し

弥生いこいの
Halloween-week

▼とき　10月30日（土）・31
日（日）、午後２時から
▼参加料　無料
～共通事項～
▼ところ　弥生いこいの広場ハ
イランドハウス前
■問弥生いこいの広場（百沢字東
岩木山、☎96-2117）

　弘前公園
では、本丸
石垣積直し
とともに三
の丸追手門
と二の丸南門の保存修理という
歴史的な工事を進行中です。
　石垣積直しは、解体した約
2,200個の石の膨らみをなくし
た上で解体前と同じ位置に戻す
工事で、割れ等により使用でき
ない石は新補石に交換します。
　城門修理は、仮設足場の覆屋
（おおいや）を掛けて、屋根の
ふき替えや外壁塗り直し、耐震
化工事を行うもので、本格的な
修理工事は約60年ぶりです。
　この機会に、普段は見ること
のできない場所から修理の様子
を見学したり、石垣修理に使用
する裏込石にメッセージを書い
たりする公開イベントに参加し
ませんか。
▼とき　11月１日（月）～７
日（日）の午前 10 時～正午、
午後１時～３時（土・日曜日、
祝日は午後４時まで）
▼内容　①本丸石垣修理工事現
場見学（約 15 分）、②石垣裏
込石へのメッセージ記入、③城
門修理工事現場自由見学
▼ところ　①・②弘前城本丸石
垣修理工事現場（内濠埋め立て
地内）、③三の丸追手門と二の
丸南門修理工事現場
▼参加料　無料
▼参加方法　各現場に直接集ま

弘前城の歴史にふれるday

ってください。参集状況を見て
随時開催しますが、午前午後と
もに見学終了時間の 15分前に
受け付けを終了。参加者多数の
場合はお待ちいただきます。
▼その他　石垣見学の際は市が
用意するヘルメットを着用して
ください。小雨決行ですが、強
風などで安全確保ができない場
合は中止することがあります。
■問公園緑地課（☎33-8739）

　りんご栽培の
一年の流れやり
んごの栄養・機
能性について学
び、いろいろな品種の食べ比べ
や収穫体験をしてみませんか。
ひろさきりんご収穫祭に併せて
開催します。
▼とき　11 月７日（日）、①
午前 10 時～ 11 時 30 分、②
午後１時～２時30分
▼ところ　りんごの家（清水富
田字寺沢、りんご公園内）
▼対象　親子＝各回10組程度
▼参加料　無料
▼申し込み方法　Eメール（住
所・氏名・年齢・希望の回〈①
か②〉・電話番号を記入）で申
し込みを。
■問青森県りんご果樹課企画管
理 グ ル ー プ（ ☎ 017-734-
9489、■■ＥＥ ringo@pref.aomori
.lg.jp）

親子で学ぼう！青森りんご

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　167,004人
 　男  　  76,405人 　男  　  76,405人
 　女 　女 　    　   90,599人90,599人

令和 3年９月１日現在（推計）令和 3年９月１日現在（推計）
・世帯数  72,372世帯　・世帯数  72,372世帯　

（-97）（-97）
（-33）（-33）
（-64）（-64）
（-39）（-39）
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▼とき　11月３日（水・祝）、
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
▼上映作品　ドキュメンタリー
映画「天地悠々　兜太（とうた）・
俳句の一本道」
▼定員　25人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
■問電話か受付で郷土文学館（下
白銀町、☎ 37-5505）へ申し
込みを。

【落ち葉であそぼう！】
　落ち葉狩り、焼き芋作りをし
ます。
▼とき　11月７日（日）
　　　　午前10時～正午
※事前の申し込みが必要。
▼対象　小学生以上＝ 10人程
度
▼参加料　無料
▼持ち物　手袋、飲み物、替え
の下着・靴下、雨具
■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）

教室・講座

【日本を知り、世界を知る】
▼とき　11月３日（水・祝）
　　　　午後１時～４時10分
▼ところ　弘前大学創立 50周
年記念会館（文京町）2階岩木
ホール
※ Zoomによるオンライン配

無料映画上映会

こどもの森の催し

弘前大学人文社会科学部
国際公開講座2021

信も実施（オンラインのみでの
開催となる場合もあります）。
▼内容と講師　弘前大学人文社
会科学部の教員による講演で、
日本や世界の文化・歴史を再発
見する内容です。
①「三次元データが紐解く、縄
文漆工の技」…片岡太郎さん
②「文学作品のなかに人間の危
機を読む～アルベール・カミュ
『ペスト』を例にして～」…泉
谷安規さん
③「朱元璋はなぜ南京に行った
のか～明朝建国をめぐる寒冷
化・疫病・モンゴル～」…荷見
守義さん
▼定員　会場＝30人（先着順）
※事前の申し込みが必要。オン
ライン視聴を希望する場合は、
氏名・住所を記載の上、Eメー
ルでお申し込みください。
▼参加料　無料
■問弘前大学人文社会科学部地
域未来創生センター（☎ 39-
3198、 ■■ＥＥ irrc@hirosaki-u.
ac.jp）

　不用になったフ
リース素材の膝掛
けや洋服を使って
「モフモフおざぶ
とん」を作ります。
▼とき　11月６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
▼対象　小学生以上＝ 10 人
（小学生は保護者同伴）
▼参加料　無料
▼持ち物　不用なフリース素材
の膝掛けや洋服（約 70cm ×
90cmサイズあればなおよい）・
布切りハサミ
※作業しやすく汚れても構わな
い服装でお越しください。
▼申し込み方法　10 月 21 日

エコな裂き織り体験教室

（木・必着）までに、往復はが
きに教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入の上、郵送して
ください。
※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、10 月 28 日
（木）までに結果をお知らせし
ます。詳細はプラ
ザ棟ホームページ
（QRコード）をご
覧ください。
■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、月曜日は休み）

▼とき　11月６日（土）
　　　　午後４時～６時40分
▼ところ　弘前モータースクー
ル（和泉１丁目）
▼内容　歩行者
コース＝歩行実
験／運転者コー
ス＝走行診断（弘前モータース
クールの車両を使用）
※各コースともに交通安全講
話、屋外実験（ライトの届く距
離、色による視認性、反射材の
効果など）を行います。
▼対象　65歳以上の市民
▼定員　歩行者コース＝ 30人
／運転者コース＝10人
※申し込み多数の場合は抽選で
決定します。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　10月 15日
（金）～29日（金）に、電話か
地域交通課窓口で申し込みを。
▼その他　夕食の時間は設けま
せん。運転者コースの受講は運
転免許証の持参が必要です。
■問地域交通課（市役所３階、☎
35-1102）

高齢者夜間交通安全
体験教室

　大学教員から
の話題提供や資
料を使って、今後
の地域づくり活
動に役立つ全 10
回の講座を行っています。
▼日程とテーマ　11 月 10 日
（水）＝第３回「ハラスメント
問題を法的に考える」／ 11月
24 日（水）＝第４回「同じ様
なことをしているはずなのに結
果で違いが生まれるのはなぜ：
戦略論的に考える」
※時間はいずれも午後６時 30
分～８時。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
※会場でパブリックビューイン
グを開催するほか、Zoom に
よるオンライン形式でも開催。
▼講師　第３回＝渋田美羽さん
（弘前大学人文社会科学部助教）
／第４回＝髙島克史さん（同大
学同学部准教授）
▼対象　市内および近隣市町村
在住の高校生以上＝30人
※事前の申し込みは不要。
▼受講料　無料
▼その他　６回以上参加した人
に修了証を交付します。オンラ
インで参加を希望する人は、各

地域未来創生塾＠中央公民館
自 Zoom アプリ（無料）をダ
ウンロードしてください。
※詳しい内容は弘前大学人文
社会科学部地域未来創生セン
ターホームページ（http://
human .cc .h i rosak i -u .
ac.jp/irrc/) をご覧ください。
■問弘前大学人文社会科学部地
域未来創生センター（☎ 39-
3198、平日の午前９時 15 分
～午後５時）／中央公民館（☎
33-6561、火曜日は休み）

　椅子に座ってでき
るストレッチと筋ト
レが中心の教室です。
▼とき　令和４年３
月 31日までの午後１時～２時
（開場は午後０時 30 分。午後
０時50分までに受け付けを）
▼講師　弘前地区柔道整復師
会、青森県健康・体力づくり協
会健康運動指導士
▼対象　65歳以上の市民
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▼場所など
【毎週月曜日】
①千年公民館（小栗山字川合）、
②泉野多目的コミュニティ施設
（泉野３丁目）
【毎週火曜日】

筋力向上トレーニング教室

③社会福祉センター（宮園２丁
目）、④中央公民館岩木館（賀
田１丁目）、⑤松森会館（松森
町）、⑥樹木会館（樹木１丁目）、
⑦堀越公民館（門外２丁目）、
⑧三省地区交流センター（三世
寺字成瀬）
【毎週水曜日】
⑨泉野多目的コミュニティ施
設、⑩清水交流センター（大開
２丁目、午後１時開場、午後１
時10分開始）、⑪千年公民館
【指定水曜日】
　日程は問い合わせを。
⑫船沢公民館（折笠字宮川）、
⑬北辰学区高杉ふれあいセン
ター（独狐字山辺）
【毎週木曜日】
⑭中野集会所（中野２丁目）、
⑮生きがいセンター（南袋町）
【毎週金曜日】
⑯町田地区ふれあいセンター
（町田１丁目）
【指定金曜日】
　日程は問い合わせを。
⑰和徳公民館（大久保字沼田）
▼持ち物　室内用シューズ、汗
拭きタオル、飲み物、マスク
※各会場、休回日もありますの
でお問い合わせください／密集
状態を防ぐため原則１人週１回
のみの参加とします。
■問介護福祉課自立・包括支援係
（☎40-4321）

11広報ひろさき　２０２１.10.15

　現在開催中の「きもの～装いの美・美は喜
び～」では、江戸時代後期を中心とした大名
家ゆかりの貴重な小袖や振袖・打掛を展示し
ています。そこで本展に多数の染織品を提供
している女子美術大学美術館から講師を招き、
展示品の魅力ときものの歴史を講演します。

▼とき　11月 14日（日）
　　　　午後２時～３時30分
▼ところ　市立博物館ホール
▼講師　藤井裕子さん（女子
美術大学美術館学芸員）
▼定員　50人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料（観覧料が必要）
■問市立博物館（下白銀町、☎
35-0700）

▲ 牡丹流水模様振袖
（江戸後期、島津家伝来、
女子美術大学美術館蔵）
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▼とき　11月10日（水）・24
日（水）、午前10時～11時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼内容　カイロプラクティック
療法による、ボディコントロー
ルバンドを使った体のバランス
を整える運動
▼講師　三上孝正さん（カイロ
ハウスみかみ）
▼対象　65歳以上の市民＝各
回12人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　内履き、タオル、飲
み物、動きやすい服装
■問 11 月 10 日開催分は 10 月
20 日（水）から、24 日開催
分は 11 月３日（水・祝）か
ら、温水プール石川（☎ 49-
7081）へ申し込みを。

【津軽弁を楽しむ朗読劇】
　津軽ゆかりの文学作品をドラ
マリーディングに仕立てステー
ジ上演する声優劇団「津軽カタ
リスト」による、津軽弁を用い
た朗読劇です。
▼とき　11月 13日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼上演作品　秋田雨雀『鶴の湯
物語』、太宰治『雀こ』など全
５作品
※ YouTube で の ラ
イブ配信はＱＲコー
ドから（視聴にかか
る通信料は自己負担）。
▼対象　50 歳以上の人＝ 16
人（先着順）
※50歳未満の人は要相談。

健康サポート教室
～体のゆがみ改善～

アクティブシニア向け講座

▼参加料　無料
■問 11 月 12 日（金）までに、
サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）へ申し込みを。

【モノからみた津軽と蝦夷地】
▼とき　11月 13日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼講師　関根達人さん（弘前大
学人文社会科学部教授）
▼定員　20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）
▼送迎バス　市立観光館バス
プールから歴史館への送迎バス
を運行（行き＝午後１時10分、
市立観光館バスプール発、帰り
＝午後３時 45分、歴史館発）。
定員は 15人（先着順、事前の
申し込みが必要）。
■問 10 月 15 日（金）以降に、
高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110、10 月 18 日〈月〉
は休み）へ申し込みを。

　創業予定または創業
後間もない人で、ＳＮ
Ｓ広告を活用したい人
向けのセミナーです。
▼とき　11月 16日（火）
　　　　午後６時から
▼ところ　土手町コミュニティ
パーク１階多目的ホールＡ、ま
たは Zoomを用いたオンライ
ン参加
▼定員　20人（会場参加）
▼受講料　無料
■問 11 月９日（火）までに、申
込フォーム（QR コード）ま

令和３年度第１回歴史館講座

創業セミナー
～具体的なSNS広告活用
実践セミナー～

たは電話で青森県信
用保証協会創業・経
営支援課（堀川さん、
☎ 017-723-1356） へ 申し
込みを。

　青森労災病院（八戸市）で開
催する講演会をオンラインで視
聴できます。ぜひご覧ください。
▼とき　11月 20日（土）
　　　　午後１時～
▼参加方法　Zoom によるオ
ンライン配信
▼参加料　無料（視聴にかかる
通信料は自己負担）
▼申し込み方法　11
月７日（日）までに、
申し込みフォーム
（QRコード）から申し込みを。
■問弘前大学大学院保健学研究科
総務グループ（桑田さん、☎
39-5518）

その他

　申し込みの際は、催事名称・
内容・希望会場・希望日程など
を明確にして、各施設窓口でお
申し込みください。なお、公共
団体などの行事が予定されてい
る日は使用できません。
【市民会館（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け（抽選
あり、大ホールのみ）　11 月
４日（木）～ 19日（金）の午
前９時～午後５時
※希望が重複した場合は、12
月９日（木）の午前 10時から
同館で抽選。
○一般受け付け（大ホールを

八戸市民公開講演会
「免疫と放射線」Web開催

令和４年度　市民会館などの
会場使用申し込み受け付け

　ヒロロ３階総合行政窓口で
は、マイナンバーカードシステ
ムメンテナンスを行います。シ
ステムメンテナンス時はマイナ
ンバーカードに関するすべての
手続きができませんのでご注意
ください。
▼とき　10月 27日（水）
　　　　午後５時～７時
■問マイナンバーカード普及促進
対策室（☎40-0506）

　結婚を希望する独身男女のお
見合いを支援しています。会員
に登録しませんか。
▼とき　10月 31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〉）

　公共下水道の処理区域が 11
月１日から広がります。
▼対象　撫牛子５丁目、石川字
川原田の各一部
　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お
知らせを送付しますので、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。
■問上下水道部営業課給排水係
（☎55-6895）

マイナンバーカード
業務の停止

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

下水道の処理区域が
広がります

含む全ての会場）　12月 10日
（金）の午前９時から先着順で、
窓口または電話で受け付け
■問市民会館（☎ 32-3374、第
３月曜日は休み）
【百石町展示館（百石町）】
○仮申し込みの受け付け（抽選
あり）　11月５日（金）～ 16
日（火）の午前９時～午後５時
※希望が重複した場合は、12
月１日（上半期分）・２日（下
半期分）の午前10時から抽選。
○一般受け付け　12 月 10 日
（金）の午前９時から先着順で、
窓口で受け付け（12 月 15 日
〈水〉からは電話でも可）
■問百石町展示館（☎31-7600）
【市民文化交流館（駅前町）】
○仮申し込みの受け付け（抽
選あり、４階ホールのみ）　11
月３日（水・祝）～18日（木）
の午前８時30分～午後９時
※希望が重複した場合は、12
月４日（土）の午前 10時から
同館で抽選。
○一般受け付け　多世代交流室
は、令和４年４月分の予約は１
月５日（水）の午前８時 30分
から先着順で、窓口または電話
で受け付け。
■問 市民文化交流館（☎ 35-
0154）

▼とき　10月 30日（土）、午
前９時 30分から提供開始。無
くなり次第終了。
※午前９時から図書館正面玄関
前で整理券を配布します。
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼冊数　先着順で１人６冊ま
で。うち同じタイトルは３冊ま
で。雑誌付録は２点まで。
※持ち帰り用袋の持参を。
■問弘前図書館（☎32-3794）

雑誌のバックナンバーを
無料で提供します

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

内　科
11／7 場崎クリニック

（代官町）
☎38-6600

14 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

21 沢田内科医院
（茂森新町１）

☎37-7755

28 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
11／14 一戸眼科医院

（富田２）
☎32-3076

28 宮園耳鼻科クリニ
ック（宮園５）

☎39-1133

歯　科
11／3 第一歯科クリニ

ック（城東中央３）
☎27-7706

7 めぐみ歯科医院
（城東２）

☎28-3202

14 山崎歯科クリニッ
ク（宮川２）

☎36-8811

21 笹村歯科医院
（城東中央４）

☎28-0797

23 おおつ歯科クリ
ニック（山王町）

☎32-4832

28 菊地歯科医院
（中野１）

☎32-7257

◎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。
◎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。
◎休日当番の割り当てがない日や急
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。

※本誌９月 15日号に掲載した休日在
宅当番が次のとおり変更になります。

内　科
10/31さがらクリニック

（桔梗野１）
☎37-2070
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■問青森県事業承継・引継ぎ支
援センター（21あおもり産業
総合支援センター内、☎ 017-
723-1040）

　裁判員経験者も参加し、制度
の何をどのように伝えていくべ
きかをテーマに開催します。
▼とき　11月６日（土）
　　　　午後２時～５時30分
▼ところ　弘前大学人文社会科
学部多目的ホール（文京町）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要／オン
ラインでも同時配信します。状
況により、オンラインのみとな
ることがあります。
■問 弘前大学人文社会科学部
（平野さん、☎ 39-3199、■■ＥＥ
k-hirano@hirosaki-u.ac.jp）

　青森県最低賃金が
10月６日から時間額
822 円に改定されま
した。詳しくは、青森労働局ホー
ムページをご覧ください。
■問青森労働局労働基準部賃金
室（ ☎ 017-734-4114、 ■■ＨＨ
https://jsite.mhlw.go.jp/
aomor i - roudoukyoku/
home.html）

　現場で働く職員が施設の特徴
や求人情報を説明します。
▼とき　11 月８日（月）、午
後１時 15分～３時 35分（受
け付けは午後０時30分から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼対象　福祉分野に就職を希望
する一般求職者および学生等

裁判員制度シンポジウム
「裁判員制度を伝える」

青森県最低賃金の改定

福祉の仕事職場フェア

　ひろさき生活・仕事応援セン
ターでは、さまざまな課題を抱
え、生活困窮状態に陥っている、
あるいはその可能性がある人が
相談に訪れています。
　その中でも、社会的に孤立し
苦しんでいる人やその家族に対
しては、必要に応じて関係機関
と連携しながら、アウトリーチ
支援（支援が必要であるにもか
かわらず届いていない人に対
し、行政等が積極的に働きかけ
て情報や支援を届けること）を
行っています。ひとりで悩むこ
となく、まずはご相談ください。
■問ひろさき生活・仕事応援セン
ター（ヒロロ〈駅前町〉３階、
ヒロロスクエア内、☎ 36-
3776、☎ 38-1260、平日の
午前８時30分～午後５時）
※混雑を避ける等のため、あら
かじめ電話で予約の上、来所を。

　青森県事業承継・引継ぎ支援
センターでは、商工団体、金融
機関、士業等のネットワークを
構築し、事業者に早期・計画的
な承継準備への「気づき」を促
し、事業承継ニーズおよび相談
の意向に対して、きめ細かな個
別支援を行っています。
　後継者不在などで事業の存続
に悩みを抱える人や経営を引継
ぐ意思のある人などの相談に対
し、事業の譲り渡しや譲り受け
等に関する助言、情報提供およ
びマッチング支援などを行って
います。会社や従業員、そして
地域の未来のため、バトンをつ
なぐ準備を始めませんか。まず
はお気軽にご相談ください。

ひきこもり状態にある人や
その家族への支援

事業継承を県と関係機関が
全力でサポートします

▼参加事業所　10事業所（予
定）
※事前の申し込みは不要。雇用
保険受給者は求職活動の実績に
該当。参加事業所は確定後に市
社協ホームページへ掲載。当日、
参加できない場合はオンライン
での面談も可能（要相談）。
■問弘前福祉人材バンク（弘前
市社会福祉協議会内、☎ 36-
1830）

▼とき　11月 12日（金）、午
後１時～４時（受け付けは午後
０時30分～３時）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼対象　市内の事業所に就職を
希望する人で、ハローワークに
求職登録している人（当日の登
録も可）
▼参加企業数　15社程度
▼持ち物　履歴書、ハローワー
ク受付票（ハローワークに求職
登録している人）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。入
退場自由。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 Skype（スカイプ）面談の
実施が可能です（事前申込制）。
ヒロロ３階の託児室を利用でき
ます（事前申込制）。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（ヒロロ〈駅前町〉
３階、弘前就労支援センター内、
☎55-5608）

　市内での災害時にボランティ
ア活動が円滑に実施できるよ
う、災害ボランティアの事前登

ひろさき就職説明会＆面接会

災害ボランティアの事前登録
受け付け開始

録者を募集します。
▼対象　高校生以上で弘前圏域
８市町村在住の個人、団体
▼活動内容　市内での災害時の
被災者支援活動（家屋などの生
活復旧活動など）
▼登録期間　令和４年３月 31
日（木）まで
▼申し込み方法　登録票に必要
事項を記入の上、提出を。
※登録票は弘前市社会福祉協議
会ホームページでダウンロード
できます。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
■問弘前市ボランティアセンター
（☎33-2039、■■ＨＨ http://ww
w.hirosaki-shakyo.jp/）

【新型コロナウイルスワクチン
接種者の献血受け入れ】
　新型コロナウイルスのRNA
ワクチン（mRNAワクチン）の
接種者は、１回目、２回目とも
に接種48時間後から献血への
協力が可能です。
※現在、国内で承認されている
RNAワクチンは、ファイザー
社と武田／モデルナ社製。
【新型コロナウイルス既感染者
の献血受け入れ】
　新型コロナウイルス既感染者
のうち、症状消失後（無症状の
場合は陽性となった検査の検体
採取日から）４週間が経過し、
回復後に治療や通院を要する後
遺症がなく、全身状態が良好で
あることが確認できれば、献血
への協力が可能です。
【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。
検討いただける場合は連絡を。
■問青森県赤十字血液センター
（☎017-741-1512）

青森県赤十字血液
センターのお知らせ

（※）…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。

各種スポーツ・体操教室

2021 ヨネックスソフトテニス
キッズアカデミー
■■時時 11 月３日（水・祝）、午前の部（５
歳～８歳）…午前 10時～正午／午
後の部（８歳～ 10歳）…午後１時
30分～３時 30分
■■所所岩木山総合公園（百沢
字裾野）体育館
■■内内ソフトテニスの初心者講習
■■定定各回 24人（先着順）　■■￥￥無料
■■問問 10 月 31 日（日）までに、岩木
山総合公園（☎ 83-2311）へ。

かけっこ教室
■■時時 11月４日（木）・８日（月）・11
日（木）・12日（金）・15日（月）・
17日（水）の午後４時30分～６時
■■所所河西体育センター
■■内内走る・跳ぶ等の全身運動、音楽に
合わせてのジャンプトレーニング等
■■定定市内の小学生＝ 30人程度
■■￥￥無料　■■持持なわとび
■■問問 10 月 27日（水・必着）までに、
往復はがき（※）で河西体育センタ
ー（〒 036-8316、石渡１丁目 19
の１、☎ 38-3200）へ。

小学生水泳教室
■■時時 11 月５日～ 12 月 17 日の毎週
金曜日、午後５時～６時
■■所所温水プール石川（小金崎字村元）
■■内内水慣れ、伏し浮き、板キック、ク
ロール等　■■定定市内の小学生＝ 20人
■■￥￥無料　■■持持水着、水泳帽、ゴーグル、
バスタオル
■■問問 10 月 25日（月・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、
☎ 87-2482）へ。

リフレッシュ☆ストレッチ教室
■■時時 11月６日～12月
25 日の毎週土曜日、
午 前 10 時 30 分 ～
11時 30分
■■所所金属町体育センター集会室
■■内内自宅でもできる簡単なストレッチ
■■定定市民＝ 12人　■■￥￥無料
■■問問 10 月 25日（月・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、
☎ 87-2482）へ。

チェア体操教室
■■時時 11 月９日～ 12 月 28 日の毎週
火曜日（11月 23日を除く）、午後
１時 30分～２時 30分
■■所所河西体育センター会議室
■■内内いすに座ってできるストレッチ、
音楽に合わせてのリズム体操など
■■定定市民＝８人　■■￥￥無料
■■問問 10 月 27日（水・必着）までに、
往復はがき（※）で河西体育センタ
ー（〒 036-8316、石渡１丁目 19
の１、☎ 38-3200）へ。

プールで筋トレ・脳トレ
水中ウォーキング教室
■■時時 11 月 10 日～ 12 月 22 日の毎
週水曜日（11月 17日を除く）、午
前 10時 30分～ 11時 30分
■■所所河西体育センター
■■内内水中ウオーキングの基本等
■■定定市民＝ 15人程度　■■￥￥無料
■■持持水着、水泳帽、バスタオル
■■問問 10 月 27日（水・必着）までに、
往復はがき（※）で河西体育センタ
ー（〒 036-8316、石渡１丁目 19
の１、☎ 38-3200）へ。

～認知症を予防しよう！～
☆楽しく健康教室☆
■■時時 11 月 11 日～ 12 月 23 日の毎
週木曜日（11月 18日を除く）、午
後１時 30分～２時 30分
■■所所金属町体育センター集会室
■■内内軽いリズム体操や脳トレ等
■■定定市民＝ 12人　■■￥￥無料
■■問問 10 月 29日（金・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、
☎ 87-2482）へ。

■■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

■■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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ふじめぐり総選挙2021 藤崎町

津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・
障害支援区分判定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

　町内のイベント参加店で
1 店舗につき 500 円以上
の商品を購入し、レシート
を 3店舗分集めると、豪華景品の抽選に応募で
きるイベントです。参加店で使える商品券 10万
円分が 2名様に、そのほか商品券 5万円分や特
産品詰め合わせセットなどが当たります！また、
参加店の中からお気に入りのお店に投票すること
で、藤崎町のお店の№１が決まります！
　詳細は、藤崎町観光情報サイト「ふじさんぽ」
（https://www.fujisaki-kanko.jp/）をご覧い
ただくかお問い合わせください。
▼期間　10月 31日（日）まで
■問い合わせ先　藤崎町経営戦略課企画調整係
（☎88-8258）

　新型コロナウイルス感染症の影響で内容が変更される場合がありますので、開催状況については各問い合わせ先に
ご確認ください。また、イベントへお出かけの際は、新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いします。

津軽の
イベント満載！

10
　
月

13 日
第14回ひらかわスポーツフェ
スティバルinひらかドーム
（先行開催）

平川市運動施設にてスポーツ体験教室を開催します。
参加料…１日 100円

平川市スポーツ協会
（ひらかドーム、☎43-0660）

16日 ひらかわ歴史散歩
～碇ヶ関編～

歴史資料が多く残る碇ヶ関の裏道を、史跡や街並み
などを見ながら散策します。

平川市郷土資料館
（☎44-1221）

16日～
11月７日 中野もみじ山の紅葉 紅葉の景勝地として知られる中野もみじ山。紅葉の

見頃は 10月中旬から 11月上旬までです。 黒石市観光課（☎52-2111）

16日・
17日

全国伝統こけし工人フェステ
ィバル（黒石市）

全国の伝統こけし工人が一堂に集結。特徴ある全国
各地のこけしの展示即売会を行います。 津軽こけし館（☎54-8181）

17日
第14回ひらかわスポーツフェ
スティバルinひらかドーム
（本開催）

平川市運動施設にてスポーツ体験教室を開催します。
参加料…１日 100円

平川市スポーツ協会
（ひらかドーム、☎43-0660）

11
　
月

１日～７日 弘前城菊と紅葉まつり 会場内にフラワーアートを実施し、華やかな菊を演
出するほか、紅葉の特別ライトアップを行います。

弘前市立観光館
（☎ 37-5501）

６日・７日 ひろさきりんご収穫祭 りんご収穫期を迎えたりんご公園で、各種イベント
を実施します。

弘前市りんご課
（☎ 40-2354）

16日～
28日

弘前大学企画展
平川市の宝

弘前大学との共同研究を進める中で新たな価値が分
かった資料を展示する企画展です。

平川市郷土資料館
（☎44-1221）

20日 ひらかわ文化財講座 弘前大学共同研究「文化財を活かした魅力発信に関
する調査研究」の成果報告講演です。

平川市郷土資料館
（☎44-1221）

20日・
21日 黒石りんごまつり りんごの即売会や黒石ならではのふるさと物産展な

どが開催されます。
同実行委員会事務局 ( 黒石市
観光課内、☎52-2111）

28日 第14回ひらかわスポーツフェ
スティバルinB&G尾上体育館

平川市運動施設にてスポーツ体験教室を開催します。
参加料…１日 100円

平川市スポーツ協会 (B&G尾
上体育館、☎ 57-4633）

下旬～
２月中旬

ひらかわイルミネーションプ
ロムナード

中央公園等をイルミネーションでライトアップ。台
湾提灯もご覧になれます。

平川市商工観光課
（☎ 44-1111、内 2184）

12
　
月

３日～
23日

青森県立郷土館巡回展
ふるさとの宝物
-県立郷土館コレクション-

青森県立郷土館所蔵資料を、県内５つの市町村を会
場に展示する巡回展です。

平川市郷土資料館
（☎44-1221）

５日 第14回ひらかわスポーツフェ
スティバルin平賀体育館

平川市運動施設にてスポーツ体験教室を開催します。
参加料…１日 100円

平川市スポーツ協会
（平賀体育館、☎44-5010）

市町村イベントカレンダー

　大鰐でしか「買えない」「味
わえない」といった希少性を
コンセプトに、「大鰐ならで
は」のものを集めた令和元年
に誕生したイベントです。大
鰐高原りんごや大鰐温泉も
やしの販売、また、飲食ブー
スでは地元商店のイベント限定メニューなどもあ
ります。
▼とき　11月 20日（土）・21日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▼ところ　地域交流センター「鰐 come」（大鰐
字川辺）
■問い合わせ先　大鰐町企画観光課観光商工係
（☎55-6561）

まるごと大鰐 秋の感謝祭 大鰐町


