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　過剰な装飾をせず、機能性を重視したモダニズム　過剰な装飾をせず、機能性を重視したモダニズム
建築を体現する国内最初期の建物として価値が高い建築を体現する国内最初期の建物として価値が高い
との評価を受け、国指定重要文化財に指定された木との評価を受け、国指定重要文化財に指定された木
村産業研究所や、東京文化会館など数々の公共建築村産業研究所や、東京文化会館など数々の公共建築
を設計した日本近代建築の巨匠、前川國男氏。彼がを設計した日本近代建築の巨匠、前川國男氏。彼が
手がけた市内の建物が 8枚のカードになりました。手がけた市内の建物が 8枚のカードになりました。
カードを集め、弘前のまちなみや前川建築の魅力にカードを集め、弘前のまちなみや前川建築の魅力に
触れてみてはいかがでしょうか。触れてみてはいかがでしょうか。

▼カード配布場所

①木村産業研究所カード
木村産業研究所（在府町）、午前９時～午後４時30分
※定休日…土・日曜日、祝日
②弘前中央高等学校講堂カード
弘前市観光案内所（JR弘前駅１階）、午前８時 45分
～午後 6時（12月９日～１月３日は午後５時まで、
定休日なし）
③弘前市庁舎カード
都市計画課（市役所 3階）、平日の午前 8時 30分～
午後 5時
④市民会館カード
市民会館管理棟（下白銀町）、午前9時～午後5時
※休館日…毎月第3月曜日（祝・休日の場合は翌日）、
12月 29日～ 1月 3日
⑤弘前市立病院カード
まちなか情報センター（土
手町）、午前 9時～午後 9
時（休館日なし）
⑥博物館カード
博物館内受付（下白銀町）、
午前9時 30分～午後 4時 30分
※休館日…毎月第3月曜日（祝・休日の場合は翌日）、

年末年始、展示替え期間
⑦緑の相談所カード
緑の相談所（下白銀町）、午前９時～午後５時
※休館日…11月 24日～３月 31日の月曜日（祝・
休日の場合は翌日）、12月 29日～１月３日
⑧斎場カード
市立観光館（下白銀町）、午前９時～午後６時
※休館日…12月 29日～１月３日（臨時開館の場
合あり）
▼その他　見学を目的とした立ち入りができない建
物（②弘前中央高等学校講堂、⑤市立病院、⑧斎場）
がありますので、配布場所に注意を／１人１枚を
窓口で配布／郵送は受け付けません。
■問い合わせ先　都市計画課
（☎34-3219）

「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）

▲弘前市立病院カード（イメージ）
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皆さんの一句を
お待ちしています 「協働によるまちづくり川柳」作品募集

◎令和3年度二十歳の祭典（成人式）の会場変更

市民会館での開催を予定していましたが、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点か
ら、会場を青森県武道館に変更して開催します。

◎案内はがきを発送しました

　市内在住の対象者へ会場変更の内容を含む案内
はがきを発送しました。成人式に参加するために
は、事前に参加の申し込みが必要です。参加を希
望する人は、市ホームページの申し込みフォーム
から申し込んでください。

【二十歳の祭典（成人式）】

▼とき　令和4年 1月 9日（日）、午前11時～
▼ところ　青森県武道館（豊田２丁目）
▼内容　成人式（市長祝辞、新成人宣誓など）
▼対象　平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月
1日に生まれた人で次のいずれかに該当する人
①市内に住所がある人
②市出身の人
③市内の学校に在籍したことがある人
④市内に居住したことがある人
▼その他　新型コロナウイルス感染症の感染拡大

等により、式の延期・中止を
含むさまざまな変更が生じる
可能性があります。変更があ
った場合は、申込時に登録す
るEメールアドレスに連絡を
します。
※詳細は市ホーム
ページ（QRコード）
で確認を。
■問い合わせ先　生涯学習課
（☎82-1641）

20 歳になる
皆さんへ 二十歳の祭典（成人式）を開催

■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〉）

　国内外の感染動向やワクチン効果の持続期間、科学的知見や諸外国の対
応状況から、追加接種（３回目接種）の必要性があるという国の方針に基
づき、市では３回目のワクチン接種の準備を進めています。

Ｑ．対象になる人は？
２回目の接種が終わってから約８カ月以上経過した人です。

Ｑ．接種券はいつ届くの？
２回目の接種をした月から７カ月後の月の下旬に届きます。

　※３月に接種した人（医療従事者等）は11月下旬に届きます。

２回目接種時期 接種券が届く時期 ３回目接種時期
令和３年６月 令和４年１月下旬 令和４年２月以降

Ｑ．いつ申し込むの？
接種券が届いた後、申し込んでください。

　※申込先など詳細は、市ホームページや広報ひろさき等で決まり次第お知らせします。

Ｑ．どういう接種券が届くの？
これまでのシール型ではなく、接種券が一体となった予診票を送ります。接種する時は、同封す

る「予防接種済証」と一緒に医療機関へ持参してください。

Ｑ．他市区町村に住んでいて、ワクチンを２回接種してから弘前市に引っ越ししました。
接種券は届きますか？

　接種券は届きませんので、市へ発行申請が必要です。コールセンターへ連絡してください。

【市が接種券を発送した後に、市内で転居した場合】
　引っ越しの時期によっては届かない場合があります。接種券が届いた場
合でも、転居後の住所と接種券に記載された住所が異なる場合は使用でき
ません。市へ発行申請が必要ですので、コールセンターへ連絡してください。

３回目の新型コロナウイルスワクチンの接種

▲３回目接種用の接種券
（接種券一体型予診票）

▼接種時期の例

▲３回目接種用の接種券

青 森 弘 前

大大字字上上白白銀銀町町１１番番地地１１

弘前 太郎

ヒロサキ タロウ

２２ ００ ００ ００ ００ １１ ００ １１

22002211 1100 11 22002211 10 21

青森県弘前市

弘前 太郎

022021

1234567890

青森県弘前市

弘前 太郎

022021

1111222333344444455556666667777888888999999000000

0

この部分は印字しま
すので、シールは封
筒に入っていません。

※ 10月 28日時点の状
況のため、今後変更と
なる可能性があります。

屋根の雪下ろし用命綱の貸し出し
　屋根の雪下ろし中の事故を防止するため、命
綱等を貸し出します。数に限りがありますので、
事前に貸出場所へお問い合わせください。
▼貸出期間 12 月１日（水）～令和４年３月
25日（金）
▼受付時間　午前８時30分～午後５時
▼貸出用品 命綱、安全帯、ヘルメット一式
▼貸出場所 ①弘前消防署（本町、☎ 32-
5199）／②東消防署（城東中央５丁目、☎

27-1151）／③枡形
分署（豊原１丁目、☎
33-4311）／④西北分署
（小友字神原、☎ 93-3310）／⑤西分署（鳥
井野字宮本、☎82-3311）
▼その他 年末年始も貸し出します。また、１
回あたりの貸出期限は、貸出日から原則５日
間とします。
■問い合わせ先　市民協働課（☎35-1664）

33-4311）／④西北分署33-4311）／④西北分署33-4311）／④西北分署

　市民の皆さんと市が一緒になって取り組んでい
る、協働によるまちづくりのさらなる推進のため、
「協働によるまちづくり川柳」を募集します。ボ
ランティア、町会活動、地域行事、ゴミ拾い、防
災活動など、皆さんの身近なまちづくりを川柳で
表現してみませんか。
▼募集期間　12月 10日（金・必着）まで
▼対象　市内に住んでいる人、市内に通勤・通学
をしている人などどなたでも
▼テーマ　①協働、②まちづくり
※自作、未発表の作品に限ります。また、応募作
品の著作権は市に帰属するものとします。
▼投句料　無料
▼応募方法　次の❶・❷のいずれかで応募を。
❶用紙に川柳と必要事項（川柳に込めた思い、ペ
ンネーム〈公表用〉、居住地〈市内か市外か〉）を

記入し、郵送か直接持参で
応募
※用紙・応募箱は市民協働
課と市民参画センター（ヒ
ロロ〈駅前町〉３階）に設
置／必要事項が記載されて
いれば、はがきなど任意の
用紙での応募もできます。
❷川柳と❶の必要事項を入
力してEメールで応募
▼作品発表　令和４年１月上旬に市ホームページ
で発表を予定しています。
■問い合わせ・応募先　市民協働課（〒 036-
8551、上白銀町１の１、市役所２階、☎ 40-
7108、Ｅメール shiminkyoudou@city.hiros
aki.lg.jp）
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困り事や悩み事…

　市民生活センターの相談窓口のほかに、次の
日程で各種相談窓口が設置されています。困り
事、悩み事があるときは、早めに相談を。

各種相談窓口

市民生活センターの
相談窓口

■問い合わせ先　市民生活センター（☎ 33-
5830、☎ 34-3179）

●人権擁護委員
※本人の同意がある場合のみ住所を掲載しています。

人権・行政問題は相談を

【人権擁護委員】
地域の中で人権が侵害されないように配慮して人
権を擁護していくことが望ましいという考えの下、人
権問題で困っている人からの相談を受けたり、人権
の考えを広めたりする活動を無報酬で行っています。

【行政相談委員】
　行政サービスへの苦情、行政の仕組みや手続きの
相談を受け付け、その解決のための助言等を無報酬
で行っています。

○青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目）では、
月～金曜日の①午前９時～正午、②午後１時～４
時に、常設人権相談所を開設しています。
○人権擁護委員は毎週金曜日、行政相談委員は毎
週水曜日に、市民生活センターでも相談に応じて
いますので、電話で問い合わせしてください。

退任人権擁護委員に感謝状が贈呈されました
　平成24年10月１日～令和３年９月30日の
９年間に渡り、人権擁護委員を務めた齊藤幸子
さんに法務大臣から感謝状が贈呈されました。

　市民生活センターでは、暮らしの中で起こる
いろいろな困り事・悩み事や契約トラブルなど
に関する相談に、次の日程で応じています。一
人や家族で抱え込まず、まずは相談してみませ
んか。
■問い合わせ先　市民生活センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎33-5830、☎ 34-3179）

　くらしとお金の相談窓口

　消費者信用生活協同組合が、生活再建や債務整理
に必要な資金の貸し付けの相談に応じます。相談の
際は、事前に問い合わせをしてください。
▼受付時間　平日の午前9時～午後5時　
■問い合わせ先　消費者信用生活協同組合弘前事
務所（城東４丁目、ナラオカビル２階、☎ 55-
7795）

　市民相談・消費生活相談

日常生活の困り事、心配事や契約トラブル、多重
債務などの消費生活に関する相談に応じます。
▼とき　午前８時30分～午後５時（月曜日は休み）
▼相談員　市職員

　行政相談

行政に対する要望・意見・苦情に関する相談に応
じます。
▼とき　毎週水曜日、午前10時～午後３時
▼相談員　行政相談委員

　人権相談

いじめや虐待など、人権に関する相談に応じます。
▼とき　毎週金曜日、午前10時～午後３時
▼相談員　人権擁護委員

　法テラス青森無料法律相談

離婚、相続、金銭トラブル、多重債務などの相談
に応じます。
▼とき　毎週火曜日、午後１時～４時／毎週土曜日、
午前10時 30分～午後０時30分
※事前の申し込みが必要。
▼対象　収入や資産が一定の基準以下の人
▼相談員　登録弁護士、司法書士
▼申込先　法テラス青森（☎0570-078387）

　交通事故相談

交通事故に関する相談に応じます。
▼とき　毎月第１・３木曜日
※事前の申し込みが必要。
▼相談員　青森県交通事故相談所相談員
▼申込先　青森県交通事故相談所（☎ 017-734-
9235）

　不動産相談

不動産取引、賃貸借トラブルなどに関する相談に
応じます。
▼とき　毎月第２・３木曜日、午後１時～４時
▼相談員　全日本不動産協会弘前地区会員、青森県
宅地建物取引業協会弘前支部会員

　土地家屋調査士相談

不動産表示登記、土地・建物の調査・測量などに
関する相談に応じます。
▼とき　毎月第１金曜日、午後１時～４時
▼相談員　青森県土地家屋調査士会弘前支部会員

■飛
あすか
鳥 範

のり こ
子さん

大原２丁目
■佐

さとう
藤 百

ゆ り こ
合子さん

松原西２丁目

■須
すとう
藤 タキさん

百沢
■中
なかざわ
澤 省

しょういち
一さん

相馬

■野
の ろ
呂 眞

しんせい
正さん

三岳町
■三

みかみ
上 トキさん

兼平

●行政相談委員

■秋
あきもと
元 美

み え こ
惠子さん　　　

中野２丁目

■大
おおたか
髙 義

よしあき
昭さん

西茂森１丁目

■黒
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石 勝
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治さん
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津子さん

桜ヶ丘２丁目
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一さん

清原２丁目
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幸さん

青山２丁目

■外
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崎 祐

ゆういち

一さん
取上２丁目

■山
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二さん

駅前町

■浅
あさり
利 いつ子さん　　　

相馬

■大
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滝 次
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雄さん

栄町４丁目
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ささもり
森 智
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彦さん

大久保
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そうま
馬 隆
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子さん

青山２丁目
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さん
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■戸
と だ
田 しのぶさん

銅屋町

■福
ふくし
士 滋

しげる
さん

和田町

一人で抱え込まず、相談を
　借金に関する相談窓口

　相談員が無料で借金の状況などを伺い、必要に応
じて弁護士などに引き継ぎます。
▼受付時間　平日の午前８時 30分～正午、午後１
時～４時30分
▼相談受付番号　☎017-774-6488
■問い合わせ先　東北財務局青森財務事務所理財課
（☎017-722-1463）

　ふれあい相談所

▼とき　①一般相談…月～金曜日の午前９時 30分
～午後３時 30分（電話での相談も可）、②専門相
談…毎月１回、１人30分
※専門相談は事前の申し込みが必要。
▼ところ　市社会福祉センター（宮園２丁目）２階
▼内容　①…日常生活上の心配事や悩み事／②…法
律、税金、労働、年金について
▼相談員　弁護士、税理士、社会保険労務士
■問い合わせ・申込先　弘前市社会福祉協議会（☎
33-2220）

　第２回くらしの消費者講座
　「かしこい相続・幸せな遺言」をテーマに、意外と
知らない相続や遺言についてわかりやすく説明しま
す。事前の申し込みは不要です。
▼とき　11月 30日（火）
　　　　午後１時30分～２時 30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室２
▼講師　小野寺剛さん（青森県金融広報委員会金融広
報アドバイザー）
■問い合わせ先　市民生活センター（☎33-5830）

　第73回人権週間
　法務省と全国人権擁護委員連合会は、12月４日～
10日を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及を
目的に活動を行っています。
【特設人権相談所】
▼とき　12月 10日（金）、午前10時～午後３時
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　市民生活センター（駅前町、ヒロロ３階）
▼内容　いじめや虐待など、人権に関すること
▼相談員　人権擁護委員
■問い合わせ先　青森地方法務局弘前支局（☎ 26-
1150）

その他のお知らせ
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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

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

　青森県、主に弘前
市を舞台にしたマン
ガ作品の読書会を通
して、弘前の魅力を探してみま
せんか。県産りんご 100%で
つくられた「りんご茶」や弘前
の銘菓の提供もあります。
▼とき　11月 21日（日）、午
後１時～３時（開場は午後０時
30分）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
▼マンガ作品　『幼なじみにな
じみたい』新挑限、『津軽先輩
の青森めじゃ飯 !』仁山渓太郎、
『ふらいんぐうぃっち』石塚千
尋

マンガで発見！
弘前ってどんなとこ？

▼定員　15人
▼参加料　300円
▼申し込み方法
Webフォーム（QR
コード）より申し
込みを。
■■問問ひろだい地域の魅力発信課
（■■ＥＥ hirodai.miryokuhassin
@gmail.com）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

【毎日を古布で愉（たの）しむ
二人展】
　佐藤ちづ子さ
ん、福士タツエさ
んによる、着物を
リメイクした服や
小物の展示・販売を行います。
▼とき　11 月 25 日（木）～
29日（月）の午前９時～午後
４時
※最終日は午後３時まで。
▼観覧料　無料
【電動ロクロ体験】
▼とき　11 月 19 日（金）～
21 日（日）の午前 10 時～午
後３時
※所要時間は約 45分。予約優
先。当日受け付けも可。
▼内容　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）

　市と連携して地域共生社会の
実現に向け取り組む「みらいね
っと弘前」が、不要になった子
ども服や遊ばなくなったおも
ちゃなどを持ち寄ってもらい、

鳴海要記念陶房館の催し

ひろさきおさがり会

希望者に無料
で配布するリ
ユースイベン
トを開催しま
す。持ってくるだけでもOK、
もらうだけでもOKです。フ
ードパントリー（食品の無料配
布）も実施します。
▼回収期間　11月 26日（金）、
午後５時～７時／ 11月 27日
（土）・28日（日）、午前10時
～午後４時
▼受け渡し期間　12 月３日
（金）、午後５時～７時／ 12月
４日（土）・５日（日）、午前
10時～午後４時
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸
町）
▼持ち込めるもの　子ども服
（クリーニング、洗濯済みのも
の）、絵本、おもちゃ、ベビー
カー、チャイルドシート、スキ
ー用品など
▼参加料　無料
■■問問みらいねっと弘前（☎ 55-
6790）

【第１回「縄文の足跡をたどる
ツアー～大森勝山遺跡～」】
　「北海道・北東北の縄文遺跡
群」に含まれる大森勝山遺跡が
今年７月に世界文化遺産に登録
されたことにより、県内の該当
縄文遺跡への関心は高まってい
ます。弘前観光コンベンション
協会が発行している『ひろさき
読解本』だけでは知りえない、
深くて新しい情報に興味を持つ
人に学びの場を提供します。
▼とき　11月 28日（日）、午
前９時～午後０時45分
▼ところ　講義＝市立観光館
（下白銀町）多目的ホール／現
地見学＝裾野地区体育文化交流
センター（十面沢字轡）、大森
勝山遺跡

ひろさき読み解く旅

▼内容　大森勝山遺跡の歴史や
世界遺産登録の経緯などの講義
のあと、大森勝山遺跡の現地見
学を行います。
※現地見学へはバス移動／集
合・解散場所は市立観光館。
▼定員　30人（先着順、最少
催行人数は15人）
▼参加料　１人 3,000 円（バ
ス代含む）
▼申し込み方法
11 月 25 日（木）
までに、「津軽ま
ちあるき」サイト
（QRコード）から申し込みを。
■■問問弘前観光コンベンション協会
（☎35-3131）

　今回の第 36 回 harappa 映
画館では、デンマーク映画を２
本上映します。
▼とき　11月 28日（日）、①
午後１時から、②午後３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
▼上映作品　①『アルマジロ』、
②『わたしの叔父さん』
▼観覧料　一般＝ 1,200 円、
学生＝500円
※各作品 50枚
限定販売、当日
券は席に余裕が
あった場合の
み、会場で販売。
▼申し込み方法　電話かファク
ス、Ｅメールで申し込みを。氏
名・連絡先・作品名・希望枚数
をお伝えください。
■■問問 harappa 事 務 局（☎ 31-
0195〈平日の午前９時～午
後 ５ 時 〉、 ■■ＦＦ 31-0196、 ■■ＥＥ
post@harappa-h.org）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

harappa映画館
「デンマーク映画の午後」

　市立博物館では現在、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。きものの歴史
や展示のみどころを、公家装束
の装いをした当館学芸員が解説
し、雅（みやび）なきものの世
界へ皆さんをいざないます。
▼とき　12月４日（土）
　　　　午後２時～３時
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　市立博物館展示室
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
■■問問市立博物館（下白銀町、☎
35-0700）

【木の実の工作】
　こどもの森で採取した木の実
を使った工作体験ができます。
▼とき　12月５日（日）
　　　　午前10時～正午
▼定員　10人程度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　1人 300円
【冬季開館日】
　毎週土・日曜日、祝日、小・
中学校の冬休みおよび春休み期
間。ただし 12月 29 日～１月
３日は休み。
■■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）

　竹のりんごかごは今も人気が
あることを知っていますか。竹
細工の未来を一緒に考えてみま

市立博物館企画展３
「きもの～装いの美・美は喜
び～」ギャラリートーク

こどもの森12月の催し

竹細工・りんごかごの
未来を考えよう

しょう。
▼とき　12月５日（日）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）りんごの家２階研修
室１
▼内容　材料
からりんごか
ごになるまで
の行程を展
示。現状の課
題を共有し、未来に残すための
ヒントを探ります。
▼対象　高校生以上＝20人
▼参加料　無料
▼申し込み方法
申し込みフォーム
（QRコード）また
はＥメール（氏名
〈ふりがな〉・住所〈町名まで〉・
電話番号を記入）で申し込みを。
■■問問テシゴト・ミライラボ（■■ＥＥ
ringokago@gmail.com）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

緑の相談所 12月の
催し

【講習会】
●シクラメン・ポインセチア
の管理
４日（土）、午後1時30分～
3時30分
▼定員　20人（先着順）
※事前に電話予約が必要。
【休館日】
　毎週月曜日、12月29日
～令和４年１月３日
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、11 月 24 日
〈水〉・29 日〈月〉は休み）
／市みどりの協会（☎ 33-
8733）
※受け付けはともに午前９時
～午後５時。
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【こぎんとともに～キーパーソ
ンでたどる再興のあゆみ～】
　津軽地方の伝統的な手仕事
「こぎん刺し」の再興に尽力し
た人々の足跡をたどりながら、
こぎん刺しの意義を考えます。
▼とき　12月 11日（土）
　　　　午後２時～３時30分
▼ところ　市民会館（下白銀町）
１階大会議室
▼講師　鈴木真枝さん（雑誌『そ
らとぶこぎん』編集長）
▼対象　市民＝40人（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　12 月４日
（土）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）

　冬にまつわる作品を特集し
た、臨場感溢れる朗読劇ステー

現代セミナーひろさき

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト冬の定期公演

ジです。 
▼とき　12月 11日（土）
　　　　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　『嘘』、
『魚服記』、『十二月
八日』など全６作品
※ YouTube で の
ライブ配信は、QR
コードから見るこ
とができます（視
聴にかかる通信料は自己負担）。
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要／弘前
厚生学院（御幸町）の無料駐車
場を利用できます。
■■問問津軽カタリスト（平田さん、
☎090-3123-3861）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　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）
に移住した人同士が交流しなが
ら、弘前圏域を訪れた人を案内

ひろさき圏域移住者交流会
～ひろさき圏域のおもてなし
ルートについて語りあおう～

するおススメおもてなしルート
を、ワークショップ形式で考え
ます。
▼とき　12月 11日（土）
　　　　午後６時～８時
▼ところ　コラーニングスペー
スHLS弘前（土手町）
▼対象　弘前圏域市町村への移
住者（UJI ターンは問いません）
＝20人程度（先着順）
▼参加料　1,000 円（軽食、
飲み物代として）
▼申し込み方法
12月６日（月）ま
でに、Peatix（QR
コード／アカウン
ト登録が必要）から申し込みを。
■■問問 まちなかキャンパス（■■ＥＥ
info@machi-cam.com）

教室・講座

　食生活改善推進
員の指導による、
乳製品等を使った
調理実習と試食を
行います。
▼とき　① 12 月３日（金）、

生涯骨太クッキング講座

② 12 月 14 日（火）、③令和
４年１月18日（火）
※時間はいずれも午前 10時～
午後１時。
▼ところ　弘前市保健センター
（野田２丁目）２階栄養指導室
▼対象　３回すべてに参加でき
る市民＝10人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　エプロン､ 三角巾､
はし、筆記用具
■■問問 11 月 30 日（火）までに、
健康増進課（☎ 37-3750）へ
申し込みを。

　りんご生産者
やりんご産業関
係者、市民を対
象とした、りん
ごに関する最新情報の提供や取
り組み事例の紹介等を目的とし
た講座です。
▼とき　12 月４日（土）、午
前９時15分～午後４時
▼ところ　ふれあいずーむ館
（藤崎町大字藤崎字中村井）ふ
れあい広場
▼定員　100人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼受講料　無料
■■問問藤崎町農政課（☎88-8273、
■■ＦＦ 89-7009）

　高齢者の嚥
下（えんげ）
機能や口腔機
能向上を目的とした教室です。
口腔ケアについての講義と口腔
体操を行います。
▼とき　12 月７日（火）、午
後２時30分～３時 30分
▼ところ　弘前市社会福祉セン

弘前大学公開講座
「リンゴを科学する」

介護予防教室
「口腔ケア教室」

ター（宮園２丁目）
▼講師　阿保ひとみさん（青森
県歯科衛生士会弘前支部長）
▼対象　65 歳以上の市民＝
20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
■■問問介護福祉課（☎40-4321）

　カイロプラクティック療法に
基づき、ボディコントロールバ
ンドを使った体のバランスを整
える運動を行います。
▼とき　12 月８日（水）・22
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
▼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）
▼参加料　無料
▼持ち物　内履き、タオル、飲
み物
※動きやすい服装で参加を。
■■問問 12 月８日開催分は 11 月
20日（土）から、12月 22日
開催分は12月３日（金）から
受け付け開始。温水プール石川
（☎ 49-7081、午前９時～午
後５時）へ申し込みを。

　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
12 月８日（水）＝第５回「仏

健康サポート教室
～体のゆがみ改善～

地域未来創生塾＠中央公民館

像の調査と修理―地域文化資
源を守る取り組み―」／ 12月
22 日（水）＝第６回「地方都
市の感染症対策行動」
※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
形式でも開催します。
▼講師　第５回＝佐々木あすか
さん（弘前大学人文社会科学部
助教）／第６回＝日比野愛子さ
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
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）

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　166,869人
 　男  　  76,343人 　男  　  76,343人
 　女 　女 　    　   90,526人90,526人

令和 3年 10月１日現在（推計）令和 3年 10月１日現在（推計）
・世帯数  72,357世帯　・世帯数  72,357世帯　

（-135）（-135）
（-62）（-62）
（-73）（-73）
（-15）（-15）

　今年の７月に世界文化遺産に登録され
た大森勝山遺跡の企画展です。過去の調
査や現在の整備等の状況を写真や遺物を
交えて紹介します。
▼とき　11月 15 日（月）～令和４年
３月27日（日）の午前９時～午後５時
▼ところ　旧弘前市立図書館（下白銀町、
追手門広場内）２階展示コーナー
▼入場料　無料
■■問問文化財課埋蔵文化財係（☎82-1642）

大森勝山遺跡～発見から整備へ～
企画展
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　Zoom によるオンライン形
式で開催します。
▼とき　12月 12日（日）
　　　　午後１時～３時
▼内容と講師　「がんゲノム医
療の“いろは”」…講師＝斎藤
絢介さん（弘前大学大学院医学
研究科腫瘍内科学講座助手）／
「がん温熱療法」… 講師＝青木
昌彦さん（同大学院同研究科放
射線腫瘍学講座教授）
▼定員　500人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　11月 16日
（火）から、弘前大学医学部
附属病院腫瘍センターホーム
ページ（https://hirosaki-u-
cancer-center.com/hirodai-
m e d / c a n c e r - c e n t e r /

弘大病院がん診療
市民公開講座

archives/811）
に掲載している申
し込みフォームま
たはＱＲコードか
ら申し込みを。
■■問問弘前大学医学部附属病院がん
相談支援センター（高谷さん、
☎39-5174）

【心臓病を予防しよう！～心臓
病を予防する日常生活のポイン
トや食事・運動などについての
お話です～】
▼とき　12月 15
日（水）、午後１
時 30 分 ～ ３ 時
30分
▼ところ　弘前大学医学部コ
ミュニケーションセンター（本
町）
▼対象　市民＝20人（先着順）

家庭でできる看護ケア教室

※動きやすい服装で参加を。
▼参加料　無料
■■問問 11 月 16 日（火）～ 12 月
10 日（金）に、弘前大学医
学部附属病院総合患者支援セ
ンター（久保さん、☎ 39-
5337）へ申し込みを。

　不要になったわ
らや竹、畳表など
を再利用してミニ
門松を制作します。
▼とき　12 月 18
日（土）、午前９時 30 分～午
後３時
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼講師　尾崎行雄さん
▼定員　10人（１人１基）
※家族での参加は１家族１基の
制作／小学生は保護者同伴。

ミニ門松作り教室

▼参加料　無料
▼持ち物　昼食、飲み物
※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　12 月２日
（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
で応募できます。応募多数の場
合は抽選で決定し、12月９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　12月 22日（水）、午
前９時30分～午後０時30分
▼ところ　清水
交流センター
（大開２丁目）
調理実習室
▼内容　ごまごはん、かすべの
とも和え、大根のニシン漬け、
紅鮭と竹の子のすし、長いもの
おとし汁の調理実習
※料理は持ち帰り、自宅で楽し
みます。
▼定員　15人程度
▼参加料　2,000円（当日徴収）
▼持ち物　エプロン、三角巾、
マスク、持ち帰り用の容器
▼申し込み方法　往復はがき
の「往信用」の裏面に住所・氏
名・年代・電話番号を、「返信
用」の表面に住所・氏名を記入
し、11 月 24 日（水・消印有
効）までに、弘前地区生活改善

“津軽の味っこ”伝承料理
講習会

グループ連絡協議会会長・清野
優美子さん（〒 036-8265、
下湯口字青柳64の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定
し、結果を 11 月 29 日（月）
以降に通知します。
■■問問中南地域県民局地域農林水産
部農業普及振興室（白取さん、
☎33-4821）

スポーツ

▼とき　12 月６日・13 日・
20 日、令和４年１月 17 日・
24日・31日（いずれも月曜日）
の午前10時～ 11時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）
▼内容　水中
運動、水中ウ
オ ー キ ン グ、
簡単な筋トレ
など
▼対象　市民＝30人程度
▼参加料　無料
▼持ち物　水着、水泳帽、バス
タオル
▼申し込み方法　11 月 27 日
（土・必着）までに、往復はが
き（※）で河西体育センターへ。
（※）…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。
▼その他 飲み物を持参し、運
動のできる服装で参加を。各自
傷害保険に加入を。詳しくはお
問い合わせください。
■■問問河西体育センター（〒 036-
8316、石渡１丁目 19 の１、
☎ 38-3200）

プールで体力づくり教室

▼とき　12 月 24 日（金）、①午前
10時～ 11時 30分、②午後１時 30
分～３時
▼ところ　藤崎町文化センター（藤崎
町西豊田１丁目）３階多目的ホール
▼講師　藤田久美子さん
▼対象　弘前市、黒石市、平川市、藤
崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西
目屋村に在住の小学校４年生～６年生
＝各回20人

▼参加料　１人に
つき1,100円
▼申し込み方法
12 月６日（月・
消印有効）までに、
はがきまたはＥ

クリスマスミニリース＆
ミニツリーの製作体験教室

メール（郵便番号・住所・参加者氏名
〈ふりがな〉・学年・年齢・希望時間〈①
か②〉・保護者氏名〈ふりがな〉・電話
番号を記入）で申し込みを。
※１回の応募で２人まで申し込みでき
ます／応募者多数の場合は抽選を行
い、結果を 12月 13日（月）に通知
します／会場内の密集を避けるため、
同伴者は入場できませんのでご了承く
ださい／体験教室実施日の２週間前頃
から検温をお願いします。
■■問問津軽広域連合（〒 036-8003、駅
前町９の 20、ヒロロ３階、クリス
マスミニリース＆ミニツリー製作体
験 係、 ☎ 31-1201、 ■■ＥＥ rengou@
tsugarukoiki.jp）

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
12／5 五日市内科医院

（植田町）
☎35-4666

12 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

19 佐藤内科小児科取
上医院（取上２）

☎33-1191

26 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
12／12 伊藤眼科

（南大町２）
☎36-6105

26 さとう耳鼻咽喉科
医院（田園４）

☎27-8733

31 めとき眼科クリニ
ック（北横町）

☎40-0691

あべ耳鼻咽喉科
（宮川１）

☎26-6116

歯　科
12／5 なかむら歯科医院

（末広４）
☎26-0388

12 佐藤歯科医院
（大浦町）

☎36-0412

19 中川歯科医院
（松森町）

☎32-2188

26 第一歯科クリニ
ック（城東中央３）

☎27-7706

31 ふじた歯科医院
（石渡４）

☎37-3118

中畑歯科診療所
（山道町）

☎32-6650

◎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。

冬休みに
作るのじゃ♪
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▼とき　① 12月６日～令和４
年３月７日の毎週月曜日（１月
３日・10日を除く）、午前 11
時～正午／② 12月１日～３月
９日の毎週水曜日（12 月 29
日、１月５日、２月 23日を除
く）、午前10時 30分～ 11時
30 分／③ 12 月２日～３月３
日の毎週木曜日（12月 30日、
１月６日を除く）、午前 10 時
30分～ 11時 30分
▼ところ　運動公園（豊田２丁
目）はるか夢球場２階多目的室
３
▼内容　①ピラ
ティス、②深い呼
吸でヨガストレッ
チ、③リフレッ
シュヨガ
▼対象　18 歳以上＝各回 10

はるか夢球場
ポジティブフィットネス教室

人
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　１人１回500円（傷
害保険料込み。全 12回参加は
5,500 円〈初回時一括払いに
限る〉。ヨガマットレンタルは
別途１枚100円）
■■問問運動公園（☎27-6411）

▼とき　12 月７日～ 23 日の
毎週火・木曜日、午後１時～２
時
▼ところ　温水プール石川
▼内容　クロールの呼吸練習
▼対象　息継ぎが苦手で 25m
泳げない市民＝15人
▼参加料　無料
▼持ち物　水着、水泳帽、バス
タオル、ゴーグル
▼申し込み方法　11 月 28 日
（日・必着）までに、往復はが
き（※）で温水プール石川へ。

水泳教室（クロール）

（※）…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。
▼その他 飲み物を持参し、運
動のできる服装で参加を。各自
傷害保険に加入を。詳しくはお
問い合わせください。
■■問問温水プール石川（〒 036-
8123、小金崎字村元125、☎
49-7081）

その他

▼受付期間　12 月２日（木）
～令和４年１月７日（金）

令和４年度青森県武道館
貸切使用計画書の受け付け

53 台＝年額 1
台 3,120 円、
レターケース
72台＝無料
▼申請書類の配布方法　申請書
類は市民参画センター窓口で配
布するほか、市ホームページで
もダウンロードできます。
▼その他　現在利用している団
体も申請が必要です。申し込み
多数の場合は抽選となります。
抽選の実施の有無は、受付終了
後に市ホームページでお知らせ
します。
■■問問市民参画センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎31-2500）

　eLTAX（ エ
ルタックス）は、
地方税における
手続きを、イン

給与支払報告書の提出は
便利なeLTAXで！

▼申し込み方法　青森県武
道館ホームページ（http://
www.aomorikenbudoukan.
com/）で確認するか、お問い
合わせください。
※希望の日程が他団体と重複し
た場合は利用調整を行い、利用
の可否を２月上旬にお知らせし
ます。
■■問問青森県武道館（☎26-2200）

　市民参画センターに設置して
いる団体用ロッカー、レター
ケースの令和４年度年間利用分
事前申請の受け付けをします。
▼受付期間　11月 16日（火）
～令和４年１月 17日（月）の
午前９時～午後７時30分
▼利用期間　令和４年４月７日
（木）～令和５年３月31日（金）
▼募集台数等　団体用ロッカー

市民参画センターのロッカー
などの利用申請を受け付け

皆さんのお宅に眠る思い出の一枚を提供いただけませんか

▼応募締切　令和４年１月14日（金）
▼応募方法　応募用紙と写真を観光課に持参
または郵送（応募用紙は市ホームページに掲
載しているほか、観光課で入手できます）
▼その他　提供いただいた写真は当時の様子
を知る資料として使用するほか、市やまつり

▼対象　市内在住または市内の小・中学校に
通う児童・生徒＝20人（先着順）
▼活動日時　12月 25日（土）・26日（日）・
27日（月）、令和４年１月７日（金）・８日（土）・
９日（日）の全６回
※時間はいずれも午後１時～２時30分。
▼活動場所　ヒロロ（駅前町）４階市民文化
交流館ホール
▼講師　鎌田龍さん（「ひろさき演人」劇団

ターネットを利用して電子的に
行うシステムで、次のようなメ
リットがあります。
〇手続きは自宅やオフィスから
可能
〇複数の地方公共団体にまとめ
て一度に送信が可能
〇 eLTAXのサービスは無料
　給与支払報告
書・源泉徴収票を
一括して、eLTAX
で一元的に送信
することもでき
ます。eLTAX の利用開始や
具体的な利用方法等に関する
詳細は、eLTAX ホームペー
ジ （https://www.eltax.lta.
go.jp/）をご覧ください。
■■問問 不明な点は、eLTAX ホー
ムページの「よくあるご質問
（https://eltax.custhelp.
com/）」で確認するか、「お問
い合わせフォーム」をご利用く
ださい。

主宰）
▼参加料　1,000円（台本などの材料費）
▼持ち物　筆記用具、メモ帳
▼申し込み方法　12月６日（月・必着）ま
でに、はがき、ファクスまたはEメール（住所・
電話番号・氏名〈ふりがな〉・学校名・学年・
保護者氏名を記入）で、中央公民館「子ども
ボイスアクトクラブ」係へ（来館して申し込
みも可）。

■■問問中央公民館（〒 036-1313、賀田１丁目 18 の３、中央公民館岩木館内、☎ 33-6561、■■ＦＦ 33-
4490、■■ＥＥ chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

リーディングドラマ（朗
読劇）の基礎練習（発声
方法や身体表現など）を
行い、活動最終日に発表
会を開催します。

会 員 募 集 ！

子どもボイスアクトクラブ
短期集中講座

子どもボイスアクトクラブ
短期集中講座

主催者等がまつりの歴史を周知するため、印
刷物やホームページ等に使用する場合があり
ます。他者に著作権等がある写真は提供しな
いでください。また、個人を特定できる写真
は事前に承諾をとった上でご応募ください。
写真は後日返却する予定です。

■■問問観光課（〒036-8551、
上白銀町１の１、市役所５
階、☎40-0236）

昔の弘前公園の
桜の写真を
探しています

　弘前公園の桜やさくらまつりの歴史を
後世に受け継いでいくための資料とし
て、明治から昭和にかけての桜やまつり
の様子がわかる古写真を探しています。
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士、土地家屋調査士、宅地建物
取引士、社会福祉士、乳児院職
員
　申し込み方法など、詳しくは
「らの会」ホームページで確認
してください。
■■問問専門家集団「らの会」（三上
さん、☎38-1829、■■ＨＨ https
://blog.goo.ne.jp/k-touge）

　法律に関する問題について、
女性弁護士がアドバイスしま
す。

▼とき　12月 14日（火）、午
後２時～４時（1人 30分）
▼ところ　市役所内会議室
▼対象　女性＝３人（先着順）
■■問問 12 月９日（木）までに、青
森県男女共同参画センター相談
室（☎017-732-1022、水曜
日を除く午前９時～午後４時）

女性のための無料法律相談
in弘前会場

【第15回無料セミナー】
　自分の意思
を活かすため
の遺言書など
終活の手続き
について分か
りやすく説明します。
▼とき　12 月５日（日）、午
前10時～ 11時 30分
▼ところ　市民会館（下白銀町）
第１小会議室
▼講師　小山浩幸さん（公証人）
▼定員　20人
※事前の申し込みは不要。
【第19回無料よろず相談会】
　さまざまな問題に、複数の専
門家が相談に応じます。
▼とき　12 月５日（日）、午
後１時～４時（受け付けは午後
０時30分～３時 30分）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
第１・第２小会議室
▼相談員　弁護士、公証人、税
理士、社会保険労務士、司法書

専門家集団「らの会」による
セミナーと相談会

へ申し込みを。
※弁護士への相談がスムーズに
できるように、予約の際に相談
員が相談内容を伺います。

　あおもり性暴力被害者支援セ
ンターでは、レイプや強制わい
せつ等、性犯罪・性暴力の被害
にあった人やその家族などから
の相談を受け、要望に応じた必
要な支援をコーディネートして
います。
　悩んでいる人は一人で抱え込
まず、りんごの花ホットライン
（性暴力被害専用相談電話）へ
お電話ください。専門の研修を
受けた相談員が対応し、秘密を
厳守します。
▼相談先　りんごの花ホットラ
イン（☎017-777-8349）
　また、ボランティアの支援活
動員を募集しています。活動
に関心のある人は、あおもり
被害者支援センター（☎ 017-
718-2085）へお問い合わせく

あおもり性暴力被害者
支援センターからのお知らせ

ださい。
■■問問青森県青少年・男女共同参画
課（☎017-734-9228）

　なぜ働くの
か、どのよう
な働き方を目
指すかなど、
自分と家族の将来設計を考えて
みませんか。就労を目指す人は
どなたでも参加できます。
▼とき 12月 15日（水）、午
前10時～ 11時 30分
▼ところ ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室１
▼内容 「金融経済の最新情報
～一般教養編」
▼講師　菅原伊佐雄さん（青森
県金融広報委員会・金融アドバ
イザー）
▼参加料　無料
▼持ち物 筆記用具
■■問問 12 月８日（水）までに、来
所または電話でひろさき生活・
仕事応援センター（ヒロロ３階、

ひろさき生活・仕事応援
センターの就労準備セミナー

■■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

津軽中部広域農道
冬期に一部通行止め

生活福祉課就労自立支援室、☎
36-3776）へ申し込みを。

【配管技能士学科試験及び計画
立案等作業試験対策講習（１級、
２級）の受講生を募集】
▼とき　令和４年１月５日
（水）・７日（金）・11日（火）・
13日（木）・14日（金）
※時間はいずれも午後６時～９
時。
▼ところ　弘前高等技術専門校
▼定員　10人
▼受講料　1,300円
▼申し込み方法　11 月 15 日
（月）～ 12月 14 日（火）に、
ファクスか郵送、または電話
で申し込みを。受講申込書は
ホームページ（https://www.
pref.aomori.lg.jp/sangyo/
job/hi-gisen_zaishokusha.
html）からダウンロードでき
ます。詳しくはホームページを
ご覧ください。
■■問問弘前高等技術専門校（〒036-

在職中の人のための
技能検定対策講習

8253、緑ケ丘
１丁目９の１、
☎ 32-6805、
■■ＦＦ 35-5104）

　弘前犯罪被害者支援ネット
ワークでは、犯罪被害者の心情
と支援の必要性について広く市
民の皆さんに理解していただ
き、社会全体で被害者を支える
気運の醸成を図ることを目的
に、平成７年に殺人事件でご息
女を亡くされた被害者遺族によ
る講演を行います。
▼とき　11月 30日（火）
　　　　午後３時～４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼テーマ　犯罪被害者遺族の心
情
※聴講を予定している人は、来
場者の人数を把握するため事前
に弘前警察署警務課へ連絡をお
願いします。
■■問問弘前警察署警務課（☎ 32-
0111）

犯罪被害者遺族による講演

　さまざまな空き家の問題（相続、登記、成
年後見、境界、売買等）や有効活用に向けた
相談などに専門家（弁護士、司法書士、土地
家屋調査士、空き家相談員）がお答えします。
▼とき　12月 17日（金）、午後６時～８時
▼ところ　岩木庁舎（賀田１丁目）２階会議

空き家の
無料個別相談会（岩木）

冬期の通行止めにご協力を

　津軽中部広域農道（愛称・
やまなみロード）の市内十面
沢から鰺ヶ沢町までの区間
は、雪道の通行の安全確保が
困難となるため通行止めにな
ります。この期間は主要地方
道弘前鰺ヶ沢線を利用してく
ださい。
■■問問農村整備課（☎40-2955）空き家・空き地をお持ちの人は、気軽にご相談ください。農地付きの空き家も登録可能です。

■■問問弘前圏域空き家・空き地バンク協議会事務局（建築指導課内、☎40-0522）

弘前圏域空き家・空き地バンク登録物件募集中！

室３、４、５
※事前の申し込みが必要。
■■問問 12 月１日（水）までに、建築指導課空き
家対策係（☎ 40-0522、■■ＦＦ 38-5866、■■ＥＥ
kenchikushidou@city.hirosaki.lg.jp）
へ申し込みを。

12月１日　　３月31日
令和４年

▶
期 間
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　膝が痛くて歩くのがおっくうになった、疲れや
すくなったなど、体力の低下を感じていませんか。
　６種類のトレーニングマシンを使った軽い負荷
がかかる運動を行います。専門スタッフがサポート
しますので、健康増進や介護予防に活用ください。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３階高齢者健康トレ
ーニング教室

▼申し込み方法　12月３日
（金・必着）までに、往復は
がき（住所・氏名・生年月日・
電話番号・利用希望曜日と
時間〈第１希望から第３希望
まで〉を記入）で申し込みを。
※家族や友人同士での応募
は、はがき１枚に連名で記載
して申し込みが可能／応募
多数の場合は抽選で決定（新規利用者を優先）
し、12月中旬以降に結果を郵送します。
▼その他　ロマントピア（☎84-2236）や温
水プール石川（☎ 49-7081）でも実施してい
ます。詳しくは各教室に問い合わせを。
■問い合わせ・申込先　高齢者健康トレーニン
グ教室（〒 036-8003、駅前町９の 20、☎
35-0161、午前９時～午後５時）

○○市に引っ越してきたら

○○市に引っ越してきたら

ようこそ〇〇市へ！

○○市に引っ越してきたら

○○市に引っ越してきたら

ようこそ〇〇市へ！

○○市に引っ越してきたら

○○市に引っ越してきたら

ようこそ〇〇市へ！

広報ひろさきを
スマホで見よう！

参加料　無料
対象　65歳以上の市民=100人

▼開催時間　令和４年１月～６月の月～土曜日
で、次の①～⑥の時間（週１回、利用開始から最
長６カ月）

① 午 前 ８ 時 40 分 ～ ９ 時 30 分
② 午 前 ９ 時 40 分 ～ 10 時 30 分
③ 午 前 10 時 40 分 ～ 11 時 30 分
④ 午 後 １ 時 50 分 ～ ２ 時 40 分
⑤ 午 後 ２ 時 50 分 ～ ３ 時 40 分
⑥ 午 後 ３ 時 50 分 ～ ４ 時 40 分

〒036-8003 ■　名　前
■　生年月日
■　住　所
■　電話番号
■　希望曜日・時間
１．〇曜日
　午前〇時50分～
２．〇曜日
　午前〇時50分～
３．〇曜日
　午後〇時40分～

〒（自宅の郵便番号）

往 信 返 信
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▲応募はがき記入例

　いつでも、どこでも「広報ひろさき」を見ること
ができる無料アプリです。
【「マチイロ」の主な特徴】
◎最新号が発行されるとアプリにお知らせが届く！
◎ページめくりや拡大縮小なども簡単！
◎範囲を指定して画像を保存したり、メールへの添
付、SNSサービスへの投稿も可能！
◎全国約900の自治体が導入！
▼その他　通信料は利用者の自己負担／アプリ閲覧

中の広告内容に弘前市は一切
責任を追いません／操作方法
など、アプリに関することは
ホープへ問い合わせを。
■問い合わせ先　アプリに関
すること…ホープ（☎092-
716-1404）／広報ひろさき
に関すること…広聴広報課
（☎35-1194）

ダウンロードは
こ ち ら か ら

お知らせ版

No.378

　過剰な装飾をせず、機能性を重視したモダニズム　過剰な装飾をせず、機能性を重視したモダニズム
建築を体現する国内最初期の建物として価値が高い建築を体現する国内最初期の建物として価値が高い
との評価を受け、国指定重要文化財に指定された木との評価を受け、国指定重要文化財に指定された木
村産業研究所や、東京文化会館など数々の公共建築村産業研究所や、東京文化会館など数々の公共建築
を設計した日本近代建築の巨匠、前川國男氏。彼がを設計した日本近代建築の巨匠、前川國男氏。彼が
手がけた市内の建物が 8枚のカードになりました。手がけた市内の建物が 8枚のカードになりました。
カードを集め、弘前のまちなみや前川建築の魅力にカードを集め、弘前のまちなみや前川建築の魅力に
触れてみてはいかがでしょうか。触れてみてはいかがでしょうか。

▼カード配布場所

①木村産業研究所カード
木村産業研究所（在府町）、午前９時～午後４時30分
※定休日…土・日曜日、祝日
②弘前中央高等学校講堂カード
弘前市観光案内所（JR弘前駅１階）、午前８時 45分
～午後６時（12月９日～１月３日は午後５時まで、
定休日なし）
③弘前市庁舎カード
都市計画課（市役所 3階）、平日の午前 8時 30分～
午後 5時
④市民会館カード
市民会館管理棟（下白銀町）、午前9時～午後５時
※休館日…毎月第3月曜日（祝・休日の場合は翌日）、
12月 29日～ 1月 3日
⑤弘前市立病院カード
まちなか情報センター（土
手町）、午前 9時～午後 9
時（休館日なし）
⑥博物館カード
博物館内受付（下白銀町）、
午前9時 30分～午後 4時 30分
※休館日…毎月第3月曜日（祝・休日の場合は翌日）、

年末年始、展示替え期間
⑦緑の相談所カード
緑の相談所（下白銀町）、午前９時～午後５時
※休館日…11月 24日～３月 31日の月曜日（祝・
休日の場合は翌日）、12月 29日～１月３日
⑧斎場カード
市立観光館（下白銀町）、午前９時～午後６時
※休館日…12月 29日～１月３日（臨時開館の場
合あり）
▼その他　見学を目的とした立ち入りができない建
物（②弘前中央高等学校講堂、⑤市立病院、⑧斎場）
がありますので、配布場所に注意を／１人１枚を
窓口で配布／郵送は受け付けません。
■問い合わせ先　都市計画課
（☎34-3219）

「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）

▲弘前市立病院カード（イメージ）


