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特
集

職人の手仕事から生まれる一点もの

津軽塗

伝統を受け継ぐ

　津軽塗技術保存会が実施する次世
代養成研修を受講する研修生。先の
細い筆を使って下絵の上をなぞりま
す。真剣なまなざしと丁寧な筆遣い
に、津軽塗の未来を見ました。

今号の表紙

ハッピー福袋を当てよう！
子育て世帯への臨時特別給付金

令和４年度市民税県民税申告のご案内
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新春特別企画

　以下の問題に正解した人の中から抽選で５名様に、弘前の素敵なものが
詰まった「ひろさきハッピー福袋」をプレゼントするよ！

町名リスト

♥ 縦・横・斜めに読むよ。
♥ 下から上（↑）、右から左（←）
に読むこともあるよ。

♥  「ツ」「ヤ」「ユ」「ヨ」は、
大小の区別をしないよ。

オ イ ノ モ リ ム イ タ キ ツ マ
ウ ヨ チ ヤ カ ヤ カ オ リ ハ イ
ト カ ネ イ ワ カ ド ウ チ ヨ ウ
ツ キ ト ギ セ サ ケ マ ヤ ハ キ
コ ノ タ ア マ コ ン ワ ヤ ラ サ
セ ラ オ シ ウ チ タ ピ チ ガ ノ
キ ナ イ ジ ヨ ウ シ ツ ナ タ ト
ゴ オ マ ウ バ ン ダ テ カ イ マ
モ チ マ ラ ア ウ ヨ チ ロ ク バ

ルール
ひろさきの町名、みんなは読めるかな？

　以下の問題に正解した人の中から抽選で５名様に、弘前の素敵なものが　以下の問題に正解した人の中から抽選で５名様に、弘前の素敵なものが

町 名 シ － ク ワ － ズ

　以下の問題に正解した人の中から抽選で５名様に、弘前の素敵なものが　以下の問題に正解した人の中から抽選で５名様に、弘前の素敵なものが
詰まった「ひろさきハッピー福袋」をプレゼントするよ！

町
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　新年おめでとうございます。
　市民の皆様方にはお健やかに初春をお迎えのこと
と、心よりお慶び申し上げます。
　平素は市議会に対しまして、深いご理解と格別な
ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　昨年は一昨年に引き続き、新型コロナウイルス感
染症の猛威により、皆様方におかれましても、これ
まで経験したことのない状況で、大変なご苦労と社
会生活の制限が続いた厳しい１年となったものと拝
察しております。
　こうした中、市議会といたしましても、新型コロ
ナウイルス感染症対策関連の補正予算案の審議で
は、定例会に加えて臨時会を開催し、可能な限り速
やかに皆様への支援策や感染症対策が実施できるよ
う対応してまいりました。
　また、市議会では、昨年の第１回定例会から、タ
ブレット端末を導入し、議論の活性化や情報共有の
迅速化とともに、ペーパレスによる資源の削減を
図っているほか、弘前市議会の基本理念となる議会
基本条例においては、その目的が達成されているか
の検証を行い、さらに、全国各地で甚大な被害をも
たらしている大規模災害等に備え、昨年12月に危
機管理体制の整備に関する条項を追加するなど、時
代の流れに合わせながら、議会としての役割をしっ
かりと果たしてまいる所存であります。
　本年は、１日も早く平穏な日常を取り戻せるよう、
議員一丸となって全力で取り組んでまいりますの
で、変わらぬご支援とご協力をお願いいたします。
　結びに、この１年が、感染症の早期の終息ととも
に、皆様方にとりまして健康で幸せ多い年となりま
すことを心からお祈り申し上げまして、年頭のご挨
拶といたします。

あけましておめでとうございます。
　市民の皆様には、お健やかに新年を迎えられたこ
ととお喜び申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症が社会経済活
動に大きな影響を及ぼす中、市民の「いのち」と「く
らし」を守るため 100を超える感染防止対策と経
済対策、そしてワクチン接種に奔走し、市民の皆様
とともに立ち向かってまいりました。医療従事者を
はじめ、市民や事業者の皆様お一人お一人のご尽力、
ご協力に対しまして深く感謝を申し上げます。
　本年は、市民の「いのち」に密接に関わる問題と
して市政の最優先課題に位置付けて整備に取り組ん
できた新中核病院が４月１日に開院することから、
次の段階として、市民が健康で長生きできる健康都
市の実現に向けた取り組みを一層強く進めてまいり
ます。
　また、人口減少や少子高齢化に対応するため、市
民協働の理念に基づく持続可能な地域づくりと、近
隣市町村と緊密に連携し、広域全体が魅力ある地域
となるよう各種施策を展開してまいります。
　岩木山や弘前城、古いものと新しいものとが調和
した街並み、先人が築き上げてきた歴史や伝統、文
化に至るまで、すべてが固有の貴重な財産であり、
わたしたちが暮らす弘前の根底を成しています。
　この「あずましい　ふるさと」で育つ子どもたち
が、のびのび学び、心豊かに健やかに暮らせるように、
さらには、その先の子どもたちにもつないでいくた
め、一歩一歩着実に市政運営に取り組んでまいりま
すので更なるご理解とご協力をお願い申し上げます。
　結びに、本年が皆様にとりまして幸多き年となり
ますことを心からお祈り申し上げまして、新年の挨
拶といたします。

５人に
当たる！

下の「町名リスト」にある町名のヨミガナを、右のマスから
全て探してね。使われなかった文字を並べ変えると、昨年話題に
なったある場所になるよ。その場所を漢字で答えてね！なったある場所になるよ。その場所を漢字で答えてね！

萢中
門外
松木平
萱町
番館
楮町
原ケ平
小比内
向外瀬
独狐
青女子

外崎
撫牛子
賀田
若党町
楢木
禰宜町
八幡
八幡町
馬喰町
狼森
新町

▼応募方法　「ハッピー福袋応募」と件名を明記し、
①問題の答え、②住所、③氏名、④年齢、⑤性別、
⑥電話番号、⑦本誌へのご意見・ご感想、よく見る
ページ・コーナーを書き添えて、郵送、ファクスま
たはＥメールで、広聴広報課（〒 036-8551、上
白銀町１の１、☎ 35-1194、ファクス 35-0080、
Ｅメール kouhou@city.hirosaki.lg.jp）へお送
りください。

▼応募締切　１月24日（月・当日消印有効）
● 応募は１人1通までとし、 当選者の発表は
プレゼントの発送をもって代えさ
せていただきます。

●応募に際して取得した個人情報は、
プレゼント発送のみに使用します。

●正解は広報ひろさき２月１日号に
掲載します。
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　津軽塗は、津軽地方に伝承される
漆器制作技術。その始まりは、17
世紀後半に産業振興のため弘前に招
いた若狭地方の塗師（ぬし）がもた
らした技術が、独自に発展していっ
たものと言われています。塗師たち
の創意工夫の積み重ねによって洗練
された技法として確立し、18世紀
前半には多様な変り塗を用いた制作
が行われるようになったと考えられ
ています。
　私たちが住む津軽地方で育まれ
300年以上愛されてきた津軽塗に、
いま一度親しんでみませんか。

職 人 の 手 仕 事 か ら
生 ま れ る 一 点 も の

津 軽 塗

挑戦しています。緑や赤が一般的です
が、青もなかなかいいですよ。
　塗りの工程で特に力が入るのは最後
のつや出し。津軽塗からつやをとった
ら魅力が半減するくらい大切な工程で
す。つやは、研ぎ出した柄や模様に立
体感や輝きをつける効果があり、そこ
がうまくできると自信を持って作品を
出すことができます。
　私は、研修生に技術を伝える立場で
もあります。研修生と関わって思うの
は、「私は教える立場でもあり教わる
立場でもある」ということ。研修生の
存在は、これからも良い塗りを追い求
めたいという思いを強くさせます。塗
りの技術は手が覚えていますから、感
覚の部分を言葉で説明することは難し
い。どうすれば伝わるか試行錯誤の連
続で、独立してもまだまだ勉強中。研
修生には一人でも多く、津軽塗の世界
で活躍してくれたらと願っています。

祖父も父も林業に携わっていたの
で、木は小さい頃から身近な存在でし
た。県内の良質な木材の魅力を広めた
いと思い、木工の道へ。仕事で訪れた
弘前工業研究所でろくろの師匠と出会
い、木を成型する挽物（ひきもの）を
学んだことがきっかけで、木地（きじ）
作りを始めました。
　木との出会いは毎回楽しいし、面白
い。同じ檜葉（ひば）でも木目や刃物
との相性が違うので、出したい木目を
イメージして、ろくろにかける向きな
どを調整します。津軽塗は日常生活で
使うためのものですから、持った時に
手になじむか、口当たりや椀の厚みは
どうかなど、使うときのことを想像し
て作業しています。「津軽塗はもったい
なくて使えない」という声を聞きます
が、津軽塗は使うことで味わいが増し、
手になじむもの。ぜひ使ってください。
津軽塗は塗師が注目されがちですが、

　津軽塗技術保存会は、津軽塗の品格
と技術の保存・向上を図ることを目的
に発足し、今年で 20年になります。
　主な活動のひとつに古津軽塗の再現
事業があります。市立博物館所蔵の「津
軽漆塗手板（※）」をもとに昔の津軽塗
を再現し、これまでに盆付き五段重、
御膳・御盆などを制作しました。
　保存会として特に力を入れているの
は後継者の育成。漆で生計を立てるこ
とは難しく、若い人が伝統工芸の道を
目指しにくいことも事実。収入につな
げるために、研修生には津軽塗以外に
もさまざまな現場を経験してほしいで
す。例えば、弘前に多く存在する文化
財の修復作業では漆の部分を修復する
際に技術を活かせると思います。「大は
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塗師と同じように情熱をもった木地師
がいることを知ってほしいです。
　ここ数十年で、機械で大量生産でき
る安価な素材が流通し、木地職人の需
要は減少。昔はたくさんいた木地職人
も少なくなりました。伝統の技は、実
際に見て指導を受けて受け継がれるも
のですから、一度途絶えてしまったら
復活は困難です。私が 30年以上かけ
て培った木地作りの技術を、惜しみな
く研修生に受け継ぐことが私の使命だ
と感じています。

　小さい頃からものづくりが好きで、
手に職をつけることに憧れていまし
た。中学校を卒業して津軽塗職人に弟
子入り。はじめは何もわからず、とに
かく師匠の手の動きをまねして、早く
一人前になりたいと必死でした。思い
通りの作品ができずに苦しんだことも
ありましたが、人に褒められる嬉しさ
を力に今日まで続けてきました。
　塗りは、完成を想像するところから
始まります。想像通りの作品ができな
いこともありますが、手を動かすたび
に新しい発見があるとそれもまた楽し
い。だからこそ津軽塗は作品のひとつ
ひとつが一点もので、全く同じものは
作れません。
　好きな塗りは唐塗。色やヘラの使い
分けをすることで無限に生み出せると
ころが好きです。唐塗は津軽塗の代表
格で昔から親しまれてきた柄ですが、
最近は古さを感じさせない色合いにも

小を兼ねる」と言いますが漆の世界で
は逆。建物の修復を専門にやってきた
人は手の動きがおおざっぱになり、細
かい刷毛（はけ）使いが苦手な人が多い。
丁寧な工芸品作りができる人は、建物
の修復でも力を発揮できます。文化財
修復と津軽塗は互いに良い影響を与え
ると思っています。研修生がこのよう
な経験を通して漆の技術を高め、文化
財修復などの現場で収入を得て、安心
して津軽塗職人を目指せる環境を作り
たいです。

▶古津軽塗の
再現事業で制
作した「盆付
き五段重」（平
成21年制作）

▲ 木目を生かせるよう自ら塗りを試す
ことも

伝統の技術は、 一度途絶えたら復活は難しい

想像通りのものができないからこそ面白い

▲最近制作した銘々皿は会心の出来

若い人が安心して職人を目指せる環境を作りたい

　津軽塗は、多様な変り塗の技術が同一地方にまとまって伝承されている点で、県内の他の工芸品とは異
なります。こうした点が評価され、平成29年に国の重要無形文化財に指定されました。今回は、津軽塗
の保持団体として認定されている津軽塗技術保存会の会員の中から、３人にお話を聞きました。

■問い合わせ先
文化財課（☎82-1642）

津軽漆塗手板

特
 集

▲木地をろくろで挽く山中さん
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※津軽漆塗手板（つがるうるしぬりていた）…江戸後期から明治前期にかけて津軽地方で塗られた 514枚からなる手板（模様の見本、カタログのよ　 うなもの）で、平成 7年に津軽家から市に寄贈され、平成 15年に青森県重宝に指定された。

津軽塗技術保存会会長

今 照芳さん

木地師

山中 泰彦さん

塗師

今 年人さん



6 7広報ひろさき　２０２２.１.１広報ひろさき　２０２２.１.１

　津軽塗の制作は、木地（きじ）
の工程と、下地から仕上げに至
る漆芸の工程に分けられます。
全工程は 40以上にのぼります
が、大きく５工程に分けて紹介
します。

　漆をヘラに付着させ、全体に模様
を付ける「仕掛け漆」や、ななこ塗
の輪文をつくる「種漆」を施します。
筆で紋様を描く場合は、下絵を描い
た後、漆で肉厚に描きます。

　箱などを製作する「指物（さしも
の）」と椀などをろくろで挽く「挽
物（ひきもの）」に分けられます。
原材料として、津軽地方の昔からの
特産である檜葉（ひば）材を中心に、
栃（とち）材、欅（けやき）材等の
国産材を使います。

　木地を補強するため、木地の接合
部や傷んでいる部分に漆を埋め込む
「刻苧（こくそ）づめ」を施したあ
と、漆を使って木地に麻布を接着さ
せる「布着せ」を行います。乾燥後、
下地として地の粉（じのこ）と呼ば
れる粉や錆漆（さびうるし）と呼ば
れる漆などをヘラで塗ります。さら
に乾燥させ、粗さの違う砥石（とい
し）を使って下地を研ぎ、整えます。

　仕掛け漆や紋様をよく乾かした
後、いろいろな色漆を刷毛（はけ）
塗りし、塗面の凹凸（おうとつ）を
利用して全体の色合いに変化をも
たせます。色漆の他に金粉や銀粉、
青貝（貝殻の内側の真珠層の部分）
などを併用することで、津軽塗の鮮
やかさがさらに引き立ちます。

　乾かした塗面を凹凸がなくなる
まで研ぎ、平滑な面に仕上げます。
その後、砥石よりも目の細かい炭で
炭研ぎを行い、つやを出すための漆
を塗ります。これによって津軽塗の
深い味わいを出すことができます。
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横からの図

上からの図

横からの図

上からの図

①木地に黒い漆で「卍」の
　模様を描きます（しかけ）

②しかけの上から赤色の漆を
　塗ります。黒と赤２色の漆
　の層になります

③「卍」の位置に合わせて緑
　色と黄色の漆を塗ります。

④塗のベースとなる色の漆
　を上から塗っていきます。
　色漆の層が出来上がりま
　した。

⑤砥石やサンドペーパーを
　使って、塗り重ねた漆を
　削って平坦にしていきま
　す。（研ぎ）
　

⑥最初にしかけた「卍」の周
　りに②の赤い漆の層と③の
　緑と黄色の漆の層が現れま
　す。（研ぎ出し）

砥石

木地❶ 木地に黒い漆で模様を
描く（仕掛け）

木地

横からの図

上からの図

横からの図

上からの図

①木地に黒い漆で「卍」の
　模様を描きます（しかけ）

②しかけの上から赤色の漆を
　塗ります。黒と赤２色の漆
　の層になります

③「卍」の位置に合わせて緑
　色と黄色の漆を塗ります。

④塗のベースとなる色の漆
　を上から塗っていきます。
　色漆の層が出来上がりま
　した。

⑤砥石やサンドペーパーを
　使って、塗り重ねた漆を
　削って平坦にしていきま
　す。（研ぎ）
　

⑥最初にしかけた「卍」の周
　りに②の赤い漆の層と③の
　緑と黄色の漆の層が現れま
　す。（研ぎ出し）

砥石

木地

横からの図

上からの図

横からの図

上からの図

①木地に黒い漆で「卍」の
　模様を描きます（しかけ）

②しかけの上から赤色の漆を
　塗ります。黒と赤２色の漆
　の層になります

③「卍」の位置に合わせて緑
　色と黄色の漆を塗ります。

④塗のベースとなる色の漆
　を上から塗っていきます。
　色漆の層が出来上がりま
　した。

⑤砥石やサンドペーパーを
　使って、塗り重ねた漆を
　削って平坦にしていきま
　す。（研ぎ）
　

⑥最初にしかけた「卍」の周
　りに②の赤い漆の層と③の
　緑と黄色の漆の層が現れま
　す。（研ぎ出し）

砥石

木地 ❷ 仕掛けの上から赤色の
漆を塗る（黒と赤２色
の漆の層になる）…A

横からの図

上からの図

横からの図

上からの図

①木地に黒い漆で「卍」の
　模様を描きます（しかけ）

②しかけの上から赤色の漆を
　塗ります。黒と赤２色の漆
　の層になります

③「卍」の位置に合わせて緑
　色と黄色の漆を塗ります。

④塗のベースとなる色の漆
　を上から塗っていきます。
　色漆の層が出来上がりま
　した。

⑤砥石やサンドペーパーを
　使って、塗り重ねた漆を
　削って平坦にしていきま
　す。（研ぎ）
　

⑥最初にしかけた「卍」の周
　りに②の赤い漆の層と③の
　緑と黄色の漆の層が現れま
　す。（研ぎ出し）

砥石

木地

横からの図

上からの図

横からの図

上からの図

①木地に黒い漆で「卍」の
　模様を描きます（しかけ）

②しかけの上から赤色の漆を
　塗ります。黒と赤２色の漆
　の層になります

③「卍」の位置に合わせて緑
　色と黄色の漆を塗ります。

④塗のベースとなる色の漆
　を上から塗っていきます。
　色漆の層が出来上がりま
　した。

⑤砥石やサンドペーパーを
　使って、塗り重ねた漆を
　削って平坦にしていきま
　す。（研ぎ）
　

⑥最初にしかけた「卍」の周
　りに②の赤い漆の層と③の
　緑と黄色の漆の層が現れま
　す。（研ぎ出し）

砥石

木地 ❸ 模様の位置に合わせて、
緑色と黄色の漆を塗る
…B

横からの図

上からの図

横からの図

上からの図

①木地に黒い漆で「卍」の
　模様を描きます（しかけ）

②しかけの上から赤色の漆を
　塗ります。黒と赤２色の漆
　の層になります

③「卍」の位置に合わせて緑
　色と黄色の漆を塗ります。

④塗のベースとなる色の漆
　を上から塗っていきます。
　色漆の層が出来上がりま
　した。

⑤砥石やサンドペーパーを
　使って、塗り重ねた漆を
　削って平坦にしていきま
　す。（研ぎ）
　

⑥最初にしかけた「卍」の周
　りに②の赤い漆の層と③の
　緑と黄色の漆の層が現れま
　す。（研ぎ出し）

砥石

木地

横からの図

上からの図

横からの図

上からの図

①木地に黒い漆で「卍」の
　模様を描きます（しかけ）

②しかけの上から赤色の漆を
　塗ります。黒と赤２色の漆
　の層になります

③「卍」の位置に合わせて緑
　色と黄色の漆を塗ります。

④塗のベースとなる色の漆
　を上から塗っていきます。
　色漆の層が出来上がりま
　した。

⑤砥石やサンドペーパーを
　使って、塗り重ねた漆を
　削って平坦にしていきま
　す。（研ぎ）
　

⑥最初にしかけた「卍」の周
　りに②の赤い漆の層と③の
　緑と黄色の漆の層が現れま
　す。（研ぎ出し）

砥石

木地

❹ 塗りのベースとなる色
の漆を塗る（色漆の層
ができあがる）

横からの図

上からの図

横からの図

上からの図

①木地に黒い漆で「卍」の
　模様を描きます（しかけ）

②しかけの上から赤色の漆を
　塗ります。黒と赤２色の漆
　の層になります

③「卍」の位置に合わせて緑
　色と黄色の漆を塗ります。

④塗のベースとなる色の漆
　を上から塗っていきます。
　色漆の層が出来上がりま
　した。

⑤砥石やサンドペーパーを
　使って、塗り重ねた漆を
　削って平坦にしていきま
　す。（研ぎ）
　

⑥最初にしかけた「卍」の周
　りに②の赤い漆の層と③の
　緑と黄色の漆の層が現れま
　す。（研ぎ出し）

砥石

木地

❺ 砥石などを使って塗り
重ねた漆を削り、平坦
にする（研ぎ）

横からの図

上からの図

横からの図

上からの図

①木地に黒い漆で「卍」の
　模様を描きます（しかけ）

②しかけの上から赤色の漆を
　塗ります。黒と赤２色の漆
　の層になります

③「卍」の位置に合わせて緑
　色と黄色の漆を塗ります。

④塗のベースとなる色の漆
　を上から塗っていきます。
　色漆の層が出来上がりま
　した。

⑤砥石やサンドペーパーを
　使って、塗り重ねた漆を
　削って平坦にしていきま
　す。（研ぎ）
　

⑥最初にしかけた「卍」の周
　りに②の赤い漆の層と③の
　緑と黄色の漆の層が現れま
　す。（研ぎ出し）

砥石

木地
横からの図

上からの図

横からの図

上からの図

①木地に黒い漆で「卍」の
　模様を描きます（しかけ）

②しかけの上から赤色の漆を
　塗ります。黒と赤２色の漆
　の層になります

③「卍」の位置に合わせて緑
　色と黄色の漆を塗ります。

④塗のベースとなる色の漆
　を上から塗っていきます。
　色漆の層が出来上がりま
　した。

⑤砥石やサンドペーパーを
　使って、塗り重ねた漆を
　削って平坦にしていきま
　す。（研ぎ）
　

⑥最初にしかけた「卍」の周
　りに②の赤い漆の層と③の
　緑と黄色の漆の層が現れま
　す。（研ぎ出し）

砥石

木地

❻ 最初に仕掛けた模様の
周りに、Aの赤い漆の
層と B の緑と黄色の
漆の層が現れる（研ぎ
出し）

模様

横から見た図 上から見た図

特集　職人の手仕事から生まれる一点もの　津軽塗

横からの図

上からの図

横からの図

上からの図

①木地に黒い漆で「卍」の
　模様を描きます（しかけ）

②しかけの上から赤色の漆を
　塗ります。黒と赤２色の漆
　の層になります

③「卍」の位置に合わせて緑
　色と黄色の漆を塗ります。

④塗のベースとなる色の漆
　を上から塗っていきます。
　色漆の層が出来上がりま
　した。

⑤砥石やサンドペーパーを
　使って、塗り重ねた漆を
　削って平坦にしていきま
　す。（研ぎ）
　

⑥最初にしかけた「卍」の周
　りに②の赤い漆の層と③の
　緑と黄色の漆の層が現れま
　す。（研ぎ出し）

砥石

木地

6

津軽塗の模様はどのように生み出される
か解説します。

「仕掛けベラ」と呼ばれる、

先端にいくつもの円形の穴

が開いたヘラを使う技法。

穴の大きさや配列などは職

人によって異なる。ヘラの

先端に粘り気

のある漆を付

着させて押し

付けると、唐

塗の特徴であ

る斑点模様が

できる。

魚の卵（ななこ）に似て

いることから、ななこ塗と

呼ばれる。漆を塗った面に

菜種や粟（あわ）粒などの

植物の種をまく技法で、漆

が乾いてから種をはぎ取る

と、ななこ塗の特徴である

輪模様ができる。

ななこ塗をベースに、古

典的な唐草や紗綾（さや）

型模様を描きこむ技法。模

様を描くときは腰の強い筆

を使うことが多く、地の色

を華やかに見せるために錫

粉（すずふん）などを使う。

模様を肉厚に描き、もみ

殻の炭粉をまいて作られる

技法。昔から刀剣の鞘塗な

どに用いられ、つや消しの

黒地につやのある黒漆の模

様が特徴。

▲ 仕掛けベラ
の先端
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子育て世帯への
臨時特別給付金

■問い合わせ先　こども家庭課家庭給付係（☎ 40-7039）

　長期化する新型コロナウイルス感染症の
影響が、さまざまな人に及んでいます。
　その中で、未来を担う子どもたちを力強
く支援する観点から、対象の子育て世帯に
臨時特別給付金を支給します。

▼支給額　児童 1人につき10万円
▼対象の児童
平成 15年４月２日～令和４年３月 31日に生まれた児童
（結婚している人は対象外）

▼支給対象者 次の❶～❸のいずれかに該当する人

❶  令和３年９月分の児童手当（特例給付を除く）を受給した人
❷  平成 15年４月２日～平成 18年４月１日に生まれた児童のみを養育する人で、
収入が児童手当の所得制限の限度額内に相当する人

❸  令和３年 10月１日～令和４年３月31日に生まれた子を養育する人で、
　 児童手当を受給する人

支給方法は、申請が必要かどうかによって異なります。

 申請が必要な人
A□ 支給対象者❷の人

　　　  （右記のD□に該当する人は申請不要）
B□ 公務員

▼申請方法 申請が必要と見込まれる人に、令和
３年 12月中に申請書の様式を送付しています。
受給要件や添付書類の有無などを確認の上、同封
の返信用封筒で申請書を郵送してください。
※ 支給対象者に該当すると思われる人で、申請書
が届いていない人はお問い合わせください。

▼申請期限　３月31日（木・必着）

▼支給日　１月 21日（金）が第１回支給日とな
り、以降、毎週金曜日が支給日となります。
※ 申請書の記載内容や所得要件等の確認のため、
申請書到着後、支給までに１カ月程度かかる場
合があります。

 申請が不要な人
C□ 支給対象者❶の人

　　　 （ 平成15年４月２日～平成18年
４月１日に生まれた児童の分も
申請不要）

D□ 支給対象者❷の人のうち、令和３
年９月分の児童扶養手当または
特別児童扶養手当を受給した人

E□ 支給対象者❸の人

※ C D□□ E□ともに、公務員の人は申請が
必要です。

▼支給日　12 月 24 日に児童手当、児童
扶養手当、特別児童扶養手当のいずれかの
受給口座に振り込み済みです。

市政情報Town Information

受給口座に振り込み済みです。

　大工だった父の影響で、小
さい頃から木は身近な存在で
した。家具を作る仕事を 25
年続け、現在は木地師を目指
して修行中です。

　工程の中でもろくろ挽きは特に力が入ります。刃を当
てる角度や強さで椀の側面のなめらかさが変わるので、
実際に使うときの持ちやすさや口当たりの良さを想像し
て、１ミリ以下の微妙な調整を繰り返します。
　師匠の腕前にはまだまだ追いつきませんが、木地職人
を絶やさないため、師匠の技の全てを引き継ぎたいです。

　中学生のとき、美術部の活
動で津軽塗を学んだことがき
っかけで興味を持ちました。
　今後は漆かき（※）も頑張
りたいです。１年目は木を枯

らしてしまい、今年は傷を入れすぎて木の元気を無くし
てしまいました。漆は塗りに欠かせないもの。自分の塗
りに使うものは自分の手で採る！が目標です。
　津軽塗の職人を志す仲間たちと刺激し合いながら技を
磨き、いつか自分の模様を開発することが私の夢です。

　本格的に津軽塗職人を志し
たのは、大学生のときに教授
の紹介で津軽塗職人と出会っ
たこと。始めてみると津軽塗
はすべてが面白い！特に、漆

の硬さの調整方法には驚きました。豆腐や卵白を混ぜる
こともあるんです。描く模様や柄によって漆に混ぜる素
材や量を変える、試行錯誤の毎日がとても楽しいです。
　これまで伝統を守り、受け継いできた先輩方に胸を張
れる津軽塗職人を目指し、努力を続けます。津軽塗の強
さや美しさをもっとたくさんの人に知ってほしいです！

　津軽塗に興味をもったきっ
かけは、友達に誘われて参加
したワークショップで漆塗り
体験をしたこと。木地から塗
りまでできる職人を目指し、

現在は木地の修行中です。
　これからは作品の正確さを磨きたいです。木地は、注
文を受けた内容を正確に表現できなくてはいけません。
また、木地の工程でひび割れると作品の強度に影響を与
えるため、丁寧な作業が必要です。自分で合格ラインを
決めず、挑戦し続ける気持ちを持っていたいです。

　美術系の短期大学で漆の面
白さや奥深さを知り、石川県
の輪島漆芸技術研修所で３年
間学んだ後に弘前に戻り、津
軽塗職人を目指しています。

　苦手な工程は、角や縁を整える「面取り」。作品の印
象を決める大事な工程なので毎回緊張しますが、ここだ
けは絶対に決める！という気持ちで取り組んでいます。
　私もいつか指導する立場になることを今から意識して
学んでいます。津軽塗を志す若い人を見て、より多くの
人が津軽塗に興味を持ってくれたら嬉しいです。

成田 ひろみさん木 ２年目 今 立さん

木田 明子さん 花田 珠枝さん

宿野部 真由さん

※漆かき…漆の木の表面に傷をつけ、染み出した漆汁をとる作業。

　津軽塗技術保存会では、上級者向けのフォローアッ
プ研修と初心者向けの次世代養成研修を実施してい
ます。研修を受講している５人にお話を聞きました。

　津軽塗技術保存会会員および研修生の作品は、毎
年３回開催する発表会で見ることができます。
▼とき　弘前さくらまつり・弘前城菊と紅葉まつ
りの期間中、３月中旬
▼ところ　旧紺屋町消防屯所（紺屋町）
　詳細は、決まり次第広報ひろさきなどでお知ら
せします。津軽塗の伝統と技術を守ってきた職人
たちの作品や、津軽塗の未来を担う研修生たちの
作品を、ぜひ一度ご覧ください。　　　　（おわり）

木

塗

…木地部門

…塗部門

特集　職人の手仕事から生まれる一点もの　津軽塗

木 ２年目

塗 ３年目

塗 ２年目

塗 ３年目

8
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市民税県民税の申告が必要です

令和４年度市民税県民税申告のご案内
　「令和４年度市民税県民税申告のお知らせ」
を広報ひろさき１月 15日号と同時配布する
予定です。お知らせを確認の上、申告が必要
な人は忘れずに申告をしてください。
【自書による郵送申告にご協力を】
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、市民税県民税の申告は自書した申告書を
できるだけ郵送で提出するようお願いします。
郵送での申告は１月 15日（土）から受け付
けます。
【年金収入がある人の申告について】
　非課税年金（遺族年金・障害年金等）を除
く公的年金等の収入が 400万円以下で、そ
の他の所得が 20万円以下の人は、所得税の
確定申告が不要です（※）が、市民税県民税
の申告が必要な場合があります。右記の「年
金収入フローチャート」で、市民税県民税の
申告が必要かご確認ください。
※所得税の還付や損失の繰越控除などを受けようと
する人は、確定申告が必要です／確定申告をする人
は、市民税県民税の申告は原則不要です。

【医療費控除を受けようとする人は】
　昨年度から、「医療費控除の明細書」を作
成・提出しないと、医療費控除を受けること
ができなくなりました。医療費控除の明細書
の様式は、市ホームページに掲載しているほ
か、「令和４年度市民税県民税申告のお知ら
せ」にも掲載しますので、活用してください。
■問い合わせ・提出先　市民税課市民税第二・
第三係（〒 036-8551、上白銀町１の１、
☎ 40-7025、40-7026）

申告は郵送申告や申告書提出箱への提出が便利です

公的年金等収入の合
計（遺族・障害年金、
年金生活者支援給付
金等は含まず）は98
万円を超えますか？

公的年金等収入の合計
（遺族・障害年金、年
金生活者支援給付金等
は含まず）は 148 万
円を超えますか？

令和４年１月１日現在、65歳以上の人ですか？
（昭和32年１月１日以前に生まれた人）

公的年金等（国民年金、厚生年金、共済年金、
企業年金など）以外に収入はありましたか？

▼年金収入フローチャート

市民税県民税の申告は必要ありません

いいえ

詳しくは「令和４年度市民税県民税申告のお知らせ」で確認を。

※フローチャートは年金収入がある人の一般例です。不明な点は問い合わせを。

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ はい はい

いいえ

はい

はい

スタート 年金は遺族年金または障害年金のみですか？

地区名 受付期間 受付会場 受付時間
全地区（営業等・農業、不動
産収入の申告がない人限定） ２月９日（水）～15日（火） 市役所前川新館３階申告会場 午前８時 30分～午後４時
本庁地区 ２月16日（水）～３月15日（火）
相馬総合支所地区 ２月４日（金）～８日（火） 相馬総合支所１階多目的室 午前９時～午後４時岩木総合支所地区 ２月21日（月）～３月11日（金）岩木総合支所１階多目的室
新和地区 １月27日（木）・28日（金） 新和地区体育文化交流センター 午前９時 30分～午後４時
船沢地区 １月 27日（木）・28日（金） 船沢公民館 午前９時 30分～午後３時
城東地区 ２月１日（火）・２日（水） 総合学習センター 午前９時 30分～午後４時石川地区 ２月１日（火）・２日（水） 石川公民館
高杉地区 ２月３日（木）・４日（金） 北辰学区高杉ふれあいセンター

午前９時 30分～午後３時裾野地区 ２月 10日（木） 裾野地区体育文化交流センター
東目屋地区 ２月 15日（火） 東目屋公民館

源泉徴収票に記載されている
扶養、寡婦、ひとり親、障害、
社会保険料などの控除に追加
または変更がありますか？
医療費控除、生命保険料控除
など、各種控除を受けますか？

▼申告受付期間・受付会場 ※ 受付期間は、土・日曜日、祝日を除きます／船沢・高杉・東目屋地区は
受付時間が昨年と違いますので、ご注意ください。

対象の人は
忘れずに申告を 償却資産（固定資産税）の申告を受付中

弘前市犯罪被害者等支援条例（素案）への
意見募集（パブリックコメント）

　市では、犯罪被害者等基本法に基づき、市およ
び市民等の責務を明らかにし、市民の皆さんが安
心して暮らすことができる社会を実現するため
「弘前市犯罪被害者等支援条例」の制定を予定し
ています。このたび、条例素案がまとまりました
ので、市民の皆さんから意見や提案を募集するた
め、パブリックコメント（意見公募手続き）を実
施します。
▼募集期限　１月14日（金・必着）
▼閲覧方法　
○市ホームページから閲覧
○次の場所での閲覧（土・日曜日、祝日を除く、
午前８時30分～午後５時）
市民協働課（市役所２階）、市役所総合案内所（市
役所１階）、岩木総合支所総務課（賀田１丁目）、
相馬総合支所民生課（五所字野沢）、市民課駅前
分室（駅前町、ヒロロ３階）、市民課城東分室（末
広４丁目、総合学習センター内）、各出張所
※市民課駅前分室は土・日曜日、祝日も閲覧可。
▼対象　①市内に住所を有する人、②市内に事務
所または事業所を有する人または法人など、③市
内の事務所または事業所に勤務する人、④市内の
学校に在学する人、⑤本市に対して納税義務を有

する人または寄付を行う人、⑥本条例素案に利害
関係を有する人
▼提出方法　指定の様式または任意の様式に、氏
名（法人などの場合は名称および代表者氏名）、
住所、在住・在学の別（任意様式の場合は対象
①～⑥のいずれか）、件名（任意様式のみ「弘
前市犯罪被害者等支援条例素案への意見」な
ど）を明記し、次のいずれかの方法で提出して
ください。①郵送…〒 036-8551、上白銀町
１の１、市民協働課宛て、②市民協働課へ直接
持参、③ファクス…35-7956、④ E メール…
shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp、⑤「わ
たしのアイデアポスト」へ投函…市役所総合案内
所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、
市民課駅前分室・城東分室、各出張所に設置
※記入漏れがある場合は意見として受け付けませ
んのでご注意ください。また、電話など口頭では
受け付けません。
▼意見の公表など　寄せられた意見などは、条例
制定の参考とするほか、後日集約し、住所・氏名
を除き、対応状況を市ホームページで公表します。
なお、個別の回答はしませんのでご了承ください。
■問い合わせ先　市民協働課（☎35-1664）

ご意見・ご提案を
お寄せください

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ

■問い合わせ先　接種証明書に関すること…厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターフリーダイヤル（☎ 0120-761-
□770）／マイナンバーカードに関すること…マイナンバー総合フリーダイヤル（☎ 0120-95-0178）

予防接種証明書の電子交付について（12月14日時点）
　国では、新型コロナウイルスワクチン感染症予防接種証明書（接種証明書）の電子交付
をスマートフォンアプリで行っています。接種証明書アプリでマイナンバーカードによる本人
確認（海外用はパスポート情報も必要）を行うことで、スマートフォン上に接種証明書が電子発行さ
れます。ダウンロード方法など詳細は、厚生労働省または市のホームページをご覧ください。

をスマートフォンアプリで行っています。接種証明書アプリでマイナンバーカードによる本人

接種済み

　申告が必要な個人・法人は、１月 31日（月）
までに申告書を提出してください。eLTAX（エル
タックス）または郵送による申告がおすすめです。
▼申告が必要な人　令和４年１月１日現在、市内
に事業用の減価償却資産（建物や自動車などを除
く）を所有する個人または法人

※令和３年中に新たに事業を始めた人は申し出を。
▼持ち物　個人事業主の場合、個人番号カード（ま
たは身分証明書および個人番号通知カード）
▼問い合わせ・提出先　資産税課資産税係
（〒 036-8551、上白銀町１の１、市役所２階、
☎40-7027）
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　年明けのこの季節は
私たちにとって絵馬が
身近に感じられる頃で
はないでしょうか。初
詣で買い求めた人、合
格祈願のため奉納する

人も多いと思います。
　今回紹介する絵馬には、美しく飾られた馬が引
かれていく姿が描かれています。この白馬は神に
ささげられた神馬（しんめ）です。農業を生活基
盤とする日本では、雨乞いや天候回復を神に祈る
風習が古くからありました。古代の法令にも、雨
を願う場合は黒毛馬を、晴れを願う場合には白毛
馬を、雨を司る神社へ奉納すると規定されていま
す。生きた馬を奉納するのが難しくなると馬の姿

を模した土馬や木馬が、そして更に簡略化が進み、
板に馬の絵を描き奉納するようになった、という
のが絵馬に至る大まかな流れです。
　高さ145cm・幅185cmを超えるこの大絵馬
を高照神社に奉納したのは、弘前藩８代藩主の津
軽信明（のぶはる／のぶあきら）です。信明は天
明の飢饉直後に藩主となり、まずは餓死者の供養
を行いました。徹底した質素倹約のもと、飢饉へ
の備えとして貯蓄を強化するなど、領内復興に向
けて諸制度の改革を推し進めました。
　改革が軌道に乗りつつあった1791（寛政３）年、
30歳にならずして亡くなりました。若き藩主が
死去する前年に奉納したこの白馬の大絵馬には、
領民安寧への強い願いが込められていたのではな
いでしょうか。

▲ ひき馬図（当館蔵）

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

　弘前のりんごか
ら着想された光の
彫刻作品ととも
に、弘前ゆかりの
アーティストたち
の作品が見られる
展覧会「りんご前
線―Hirosaki Encounters（ヒロサキエンカウ
ンターズ）」は、会期も残すところあとわずかと
なりました。展示室いっぱいに広がるアート作品
は圧巻の見応えです。
　小・中学生、高校生はいつでも無料で観覧でき
ますので、冬休みのお出かけにアート鑑賞を楽し
んでみませんか？
　新年は 1月 2日（日）から開館します。右記
の特典も用意していますので、家族揃って美術館
へお越しください。

#10

〇新春プレゼント
　1月 2日（日）・3日（月）、
各日先着 30人に特製ポスト
カードを贈呈します。
〇新春建築ガイドツアー
▼とき 1 月 2 日（日）、午
前11時～（40分程度）
▼参加料　無料
▼定員　10人（先着順）
　館内を巡りながら建物の歴史や見どころについ
て当館スタッフが解説します。世界的な建築家・
田根剛氏が設計した美術館の冬の表情をお楽しみ
ください。
【展覧会「りんご前線―Hirosaki Encounters」】
▼会期　１月 30日（日）までの午前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。

冬休み、アート鑑賞に出かけませんか

市民参加型まちづくり１％システム
　市では、まちづく
りの基本的なルール
を定めた「協働によ
るまちづくり基本条
例」の考え方をもと
に、市民の皆さんと
一緒に、皆さんが主
役となって活動する
まちづくりを進めて
います。その取り組
みの一つとして、町会・ＮＰＯ・ボランティア団
体・学生などが、自分たちの地域を良くするため
に自主的に行うまちづくり活動を支援する「市民
参加型まちづくり１％システム」という補助金制
度があります。
　本年度は、地域交流事業やまちのにぎわいを創
出する事業、健康増進事業など、45事業に活用
されています。
　現在、来年度の実施事業を募集中ですので、皆
さんのアイデアや経験を生かした提案をお待ちし
ています。制度内容や申請の出張相談も受け付け
ていますので、気軽にお問い合わせください。
※応募された事業は、審査会で総合的に審査し、
事業採択の可否を決定します。
▼募集期限（１次募集）　１月21日（金）
※１月14日（金）までに、必ず事前の相談を。

▼制度の概要
制度内容 一般部門 スタート部門
団体の人数 ５人以上 ３人以上
申請回数の上限 なし １団体１回まで
補助金の上限額 50万円 ５万円
審査方法 プレゼンテーション、審査会 書類審査のみ

※『スタート部門』とは…まちづくり初心者向けの部門で、ま
だ１％システムを活用したことがない人や、書類作成やプレゼ
ンテーションに慣れていない人におすすめです。
▼事業実施期間　４月１日～令和５年３月31 日
※この制度に関する予算は、令和４年第１回市議
会定例会で審議され、その可決をもって制度を実
施します。
▼対象事業　原則、市内で実施される公益性のあ
る事業で、住民や構成員が自ら行動して実施する
もの
▼補助金額　対象経費の 90％以内の額（上限が
あります）
▼申請方法　所定の書類を市民協働課へ直接持参
してください。
※制度の詳細や申請書類は、同課で配布するほか、
市ホームページ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/ichi-per/） に
掲載しています。
■問い合わせ・提出先　市民協働課　（市役所２
階、☎ 40-7108、E メール shiminkyoudou@
city.hirosaki.lg.jp）

みんなの力で
あずましい
まちづくり

12

「全国版空き家・空き地バンク」で物件情報を公開開始

　市では、空き家や空き地を売りたい・貸したい所
有者と購入・賃貸の希望者とのマッチングを支援す
る制度として、圏域８市町村の連携による「弘前圏
域空き家・空き地バンク」を運営しています。
　現在、物件情報を閲覧できるのは「弘前圏域空き
家・空き地バンク」ホームページのみですが、１月
11日（火）から全国版空き家・空き地バンクを運
営する２社のホームページで閲覧可能になります。
　これまで以上に閲覧数の増加が期待されるほか、
近年増加傾向にあるテレワークや二地域居住などの
移住希望者による閲覧も期待できますので、空き家・
空き地の売却・賃貸を検討している人は、ぜひ利用
してください。
■問い合わせ先　弘前圏域空き家・空き地バンク協
議会事務局（建築指導課内、☎ 40-0522、Eメー
ル kenchikushidou@city.hirosaki.lg.jp）

【全国版空き家・空き地バンクとは】
　国が実施する事業で、全国の自治体から集約した空き家
等の情報にどこからでも簡単にアクセス・検索できるよう、
公募で選定された「LIFULL」と「アットホーム」が運営
するサービスです。

全国版空き家・空き地バンク ホームページ

LIFULL HOME’S
空き家バンク
運営会社…LIFULL
https://www.homes.co.jp/akiyabank/

アットホーム
空き家バンク
運営会社…アットホーム
https://www.akiya-athome.jp

12

ル kenchikushidou@city.hirosaki.lg.jp）

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）

PR動画公開中
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※ 新型コロナウイルスの感染防止対策を講じた上で
開催しますので、ご理解とご協力をお願いします。

（木）
２/10 ２/13２

（日）

　筆文字ロゴと
　たか丸くん弘前ねぷた 300 年祭
　バージョンが完成！

弘前ねぷたは、1722（享保７）年に初めて
文献に登場してから、2022（令和４）年で
300年という節目を迎えます。

　弘前ねぷた300年祭実行委員会では、「弘前ねぷた
300年祭」の開催に向けて、筆文字シンボルロゴと、
弘前市マスコットキャラクターたか丸くんの弘前ねぷ
た300年祭バージョンを作成しました。
　ホームページでデータを公表していますので、皆さ
んもぜひ活用して、弘前ねぷた 300年祭を PRしま
せんか。
▼使用方法　使用規程を確認の上、ホームページ
（https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/edit.
html?id=neputa300）からダウンロードを。
※商用利用の場合は報告書の提出が必要です。
■問い合わせ先　弘前ねぷた 300年祭実行委員会事
務局（観光課内、☎40-0236）

午前10時～午後９時
（開会式は２月10日、
午前10時～）
▼ところ　弘前公園

　昨年に引き続き、好評の「津軽錦絵大回廊」、「弘前雪明かり」、大雪像への「３Dプロジェクション
マッピング」、「YOAKEnoAKARI」によるキャンドルアートの演出などを実施します。
　さらに、新たなフォトスポットとして、「HIROSAKI」を雪でかたどったオブジェを園内に制作します。
文字の一部は人が入れますので、ぜひ見つけて皆さんの「HIROSAKI」を完成させてください。

まつりの最新情報は、弘前観光コンベンション協会ホームページをご覧ください。

■問い合わせ先　観光課誘客推進係
（☎40-0236、Eメール kankou@
city.hirosaki.lg.jp）

10 ２▼

「弘前雪明かり」ボランティア募集
　まつり期間中、北の郭で開催する「弘前雪明かり」
の運営ボランティアを募集します。園内を飾るろうそ
くの灯を、あなたの手でともしませんか。
▼日程と内容　２月10日～ 13日
①昼の部（午後１時～３時）＝ろうそくを入れるカッ
プへの雪詰め、カップの会場内への設置など
②夜の部（午後５時～９時30分）＝ろうそくの点火、
来場者へのカップ配布、終了後のカップ回収など
▼その他　謝礼や交通費、食事の支給・提供はありま
せんが、弘前城無料入場券を１枚差し上げます。屋外
での作業のため、防寒対策を忘れずに。
▼申込方法　１月27日（木）までに、電話かＥメー
ル（氏名・電話番号・参加希望日〈昼・夜の区分〉を
記入）で観光課へ。
※既に定員に達している場合、ご希望に添えない場合があります。

雪の提供にご協力を
　まつりの雪像などを作るため、除排雪し
た雪を弘前公園にお持ちください。
▼搬入期間　１月15日（土）・16日（日）
の午前９時～午後４時
▼搬入場所　四の丸レクリエーション広場
▼お願い 汚れていない雪をお持ちくださ
い。公園には「緑の相談所」側の入り口か
ら入り、係員または看板の指示に従ってく
ださい。
※ 園内の雪の状況によっては、搬入をお断りする
場合もあります。
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【ふとくコレ　かわいいコレ　
かっこいいコレ】
　日々の学校
生活の中で、
子どもたちが
生き生きと作
り上げた作品
を展示します。
▼とき　１月７日（金）～９日
（日）の午前10時～午後４時
▼ところ　スペースデネガ（上
瓦ケ町）
▼展示内容　コラグラフ（版
画）、粘土作品、絵画等
▼入場料　無料
■■問問弘前大学教育学部附属特別支
援学校（富野町、☎36-5011）

弘前大学教育学部附属
特別支援学校「造形作品展」 

　４月上旬まで毎日開園します。
▼開園時間　午前９時～午後
５時
▼対象施設　洋館（大正浪漫喫
茶室、藤田謙一資料室、会議室）、
匠館（クラフト展、和カフェ）、
庭園高台部
▼入園料　無料
▼その他　匠館は 12月 29 日
（水）～１月３日（月）が休み
／会議室は有料。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

　女子の幸福を祈って飾る雛人
形や雛飾りとともに、おめでた
い画題で幸福の願いを込めた吉
祥画を紹介します。
　初公開の棟方志功の版画『飛
天の柵』も見どころです。
▼とき　１月８日（土）～３月

藤田記念庭園の冬季開園

市立博物館企画展
お雛様と吉祥画

　古来より人の身近にあった動物につ
いて、江戸時代における人との関わり
を示す歴史資料や、その愛らしい姿を
描いた美術資料などを紹介します。
▼とき　１月７日（金）～３月 27日
（日）の午前９時30分～午後４時30
分（休館日…１月 17 日〈月〉、２月
21日〈月〉、３月22日〈火〉）
※１月 29日（土）の午後２時～２時
45分は学芸員によるギャラリートー
クあり（事前の申し込みは不要）。
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史館（高
岡字獅子沢）
▼観覧料　一般＝ 300円、高校・大
学生＝150円、小・中学生＝100円

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。

21 日（月・祝）の午前９時
30 分～午後４時 30 分（休館
日…１月17日〈月〉、２月21
日〈月〉）
▼観覧料　一般＝300円（220
円）、高校・大学生＝ 150 円
（110 円）、小・中学生＝ 100
円（50円）
※（　）内は 20人以上の団体
料金／高岡の森弘前藩歴史館と
の共通券もあります。詳しくは
問い合わせを／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。
住所や年齢を
確認できるも
のの提示を。
▼併催　常設
展「ひろさき
の歴史と文化 
～原始から近
現代へ～」
■■問問 市立博物館
（下白銀町、☎35-0700）

▲三上仙年筆
　『孔雀に牡丹図』

※市立博物館との共通券もあり
ます。詳しくは問い合わせを／
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。

■■問問高岡の森弘前藩歴史館
（☎83-3110）

▲狩野洞白筆『群馬図絵馬』（当館蔵）
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【縄文土偶切り絵ワークショッ
プ】
▼とき　１月９日（日）・10日
（月）の午前10時～午後３時
▼講師　青柳省吾さん（切り絵
作家）
▼体験料　フレーム＝ 1,500
円、モビール＝2,300円
※いずれも飲み物付き。
【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　１月９日（日）・23
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）
▼講師　岩木かちゃらず会
▼体験料　250 円～（コース
ターほか）
【手品農園の手相占い】
▼とき　１月 15日（土）・16
日（日）の午前９時～午後４時
※所要時間は約 40分。事前に
手品農園（渋谷さん、☎ 82-
2108）に予約を。
▼体験料　2,000 円（飲み物
付き）
【電動ロクロ体験】
▼とき　１月21日（金）・22
日（土）の午前10時～午後３
時
※所要時間は約 45分／予約優
先／当日受け付けも可。
▼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、火曜日と１月１日
〈土・祝〉～７日〈金〉は休み）

【スポーツミュージアム】
▼とき　１月 10日（月・祝）、

鳴海要記念陶房館の催し

ヒロロだよ！全員集合！
～冬の陣～

午前 10時～午後３時（最終受
付時間＝午後２時 45分、昼休
みは正午～午後１時）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース・４階市民
文化交流館ホール
▼内容　３階…的を狙うスポー
ツ４種の体験、未就学児が参加
できるブースなど（事前の申し
込みは不要）、４階…①チアダ
ンス、②新体操、③・④ヒップ
ホップの体験と発表（事前の申
し込みが必要）
▼定員　３階＝なし、４階（①
～④）＝各20人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　申し
込みフォーム（QRコ
ード）で申し込みを。
※詳しくはヒロロスクエアホー
ムページ（http://www.hiro
rosquare.jp）で確認を。
■■問問市民文化交流館（駅前町、ヒ
ロロ３階、☎ 35-0154、午前
８時30分～午後９時）

　「冬・お正月」をテーマに、
絵本の読み聞かせ、紙芝居、昔
話、なぞなぞを行います。
▼とき　１月 15 日（土）、午
前 11 時～ 11 時 30 分／１月
８日（土）・22日（土）、午後
２時～２時30分
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）１階閲覧室おはなしコーナー
▼対象　おおむね４歳～小学校
低学年＝10人程度（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

【新春ラウンジのひととき～薩
摩琵琶を弾き、語る～】
▼とき　１月 15 日（土）、午

おたのしみおはなし会

郷土文学館の催し

後２時～３時
▼出演　平尾鶴朋さ
ん（薩摩琵琶鶴田流
演奏者）
▼申し込み方法　電話または文
学館受付で申し込みを。
【北の文脈文学講座】
▼とき　１月29日（土）
　　　　午後２時～３時
▼内容　櫛引洋一さん（企画研
究専門官）による新収蔵資料展
の解説
▼申し込み方法　１月４日（火）
から電話または文学館受付で申
し込みを。
～共通事項～
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）２階ラウンジ
▼定員　各15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼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、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。住所や年
齢を確認できるものの提示を。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

【自然教室「雪であそぼう」】
▼とき　１月16日（日）
　　　　午前10時～正午
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、手袋、替え
の下着・靴下、防寒着
【冬季開館日】
　毎週土・日曜日、祝日、小・
中学校の冬休みと春休み期間
※１月１日（土・祝）～３日（月）
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）

こどもの森の行事

　弘前大学で
日本語を学ぶ、
カメルーン、ナ
イジェリア、インドネシア、マ
レーシアの外国人留学生が母国
の魅力を日本語で紹介します。
▼とき　１月 22 日（土）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階多目的ホール
▼対象　市内に在住または通
勤・通学している人＝30人（先
着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　１月 19 日
（水）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〉・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）

　弘前大学が実施する教育プロ
グラム「アートワールドひろさ
きキュアプログラム」で学ぶ弘
大生が、展覧会「りんご前線―
Hirosaki Encounters」の魅
力を参加者の皆さんと等身大で
語り合う体験型ガイドツアーを
行います。
▼とき　１月 22 日（土）、午
後２時～３時（午後２時に美術
館の受付に集合） 
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）
▼参加料　無料（ただし展覧会
の観覧料が必要）
■■問問アートワールドひろさき（出

留学生から直接聞ける
世界のおはなし

弘大生が等身大で案内する
りんご前線めぐり

〈いで〉さん、☎ 39-3383、
午前９時 30分～午後５時、■■ＥＥ
artwor ld@h i rosak i -u .
ac.jp）

▼とき　１月29日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▼ところ　鬼沢研修会館（鬼沢
字後田）など
▼集合　自家用車の人は午前９
時 50分までに鬼沢研修会館へ
／送迎バスを利用する人は午前
９時 20分までにＪＲ弘前駅城
東口へ。
▼内容　午前＝大しめ縄制作の
見学と縄ない（わらなどをよっ
て縄を作ること）体験／午後＝
鬼沢の歴史を学ぶ藤田民次郎ス
ライド上映、地域農業の説明、
バスで鬼神社などの史跡散策
▼定員　 20人（定員になり次
第締め切り）
▼参加料　2,000 円（昼食・
おみやげ付き）
▼申し込み方法　１月５日（水）
～ 18日（火）に、電話で申し
込みを。
■■問問歴史と伝説の里「鬼沢の会」
事務局（鬼沢楢木土地改良区内、
☎ 98-2141、平日の午前９時
～午後４時）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

▼とき　１月29日（土）
　　　　午前11時～正午
※午前 10時 45分までにぬい
ぐるみを持って集合。
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼内容　ぬいぐるみがあなたの
代わりに弘前図書館を探検・お

歴史と伝説の里
「鬼沢の旅」ツアー

ぬいぐるみのおとまり会
in弘前図書館

泊まりします。当日は、おはな
し会の後に、ぬいぐるみを寝か
せて解散します。
　ぬいぐるみは、２月５日（土）
午後１時以降に写真を添えて返
却します。
▼対象　幼児（３歳児）～小学
生＝10人
※ぬいぐるみは１人につき１体
まで。
▼参加料　無料
▼申し込み方法
　１月７日（金）
～ 11 日（火）の
午前９時 30 分～
午後５時に、弘前図書館カウン
ターまたは電話で申し込みを。
※応募多数の場合は抽選の上、
当選者のみに１月 13 日（木）
までに連絡します。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

　災害時に自分
を守るための
「防災」知識を、
楽しみながら親
子で学びます。
▼とき　２月５日（土）、午前
10時 30分～正午
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼内容　①防災クイズ、②自宅
避難の心得、③自助力アップ献
立作成のポイント、④ヒミツの
保存食
▼講師　防災士、弘前市消防団
女性分団
▼対象　小学生とその保護者
▼参加料　無料
※詳細はヒロロスクエアホーム
ページ（http://www.hiroro
square.jp）で確認を。
■■問問市民文化交流館（駅前町、ヒ
ロロ３階、☎ 35-0154、午前
８時30分～午後９時）

親子で楽しく学ぼう！
私たちの防災
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▼とき　２月
６ 日（ 日 ）、
午後１時～４
時（開場は午
後０時30分）
▼ と こ ろ
岩木文化センターあそべーる
（賀田１丁目）
▼内容　岩木山が舞台の１つと
なっているドキュメンタリー映
画『いただきます２ ここは、
発酵の楽園』の上映会、映画出
演者の木村秋則さん（りんご農
家・映画『奇跡のリンゴ』モデ
ル）と杉山修一さん（弘前大学
名誉教授）のお話会
▼観覧料　大人＝前売券1,000
円、当日券 1,200 円／大学生
＝500円（前売券と当日券は
同額）／高校生以下＝無料
▼チケット購入方法　チケット
販売店で前売券を購
入するか、電話か申
し込みフォーム（QR
コード）で予約を。
▼チケット販売店　発酵カフェ
フローラ（八幡町２丁目）、カ
フェテラス・ケララ（御幸町）、
コトリ cafe（百石町）、まちな
か情報センター（土手町）、弘
前大学生協シェリア（文京町）
▼その他　２階親子席と会場内
に授乳・おむつ替え・キッズス

『いただきます２ ここは、発
酵の楽園』上映会＆お話会

ペースを設けます。
※見守りのスタッフあり。
　詳しくは食と農をつなぐ会ホ
ームページ（https://shokuno.
jimdosite.com/）かフェイスブ
ック（https://www.facebook.
com/hirosakishokuno） で確
認を。
■■問問食と農をつなぐ会（☎ 090-
2666-0023、■■ＥＥ shokunoin
fo@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。

　ペタンクを通
じ、冬期間におけ
る高齢者の健康維
持と生きがいを高
めるとともに、参加者同士の親
善を深めるために開催します。
初心者大歓迎です。
▼とき　２月 12 日（土）、午
前９時 30分～午後０時 30分
（受け付けは午前９時～）
▼ところ　克雪トレーニングセ
ンター（豊田２丁目）
▼内容　３人１チームで４回試
合を行います。
▼対象　60歳以上の市民
▼参加料　１人につき 500 円
（昼食なし、当日徴収）
■■問問１月 21日（金）までに弘前
市社会福祉協議会（☎ 33-
1161、■■ＦＦ 33-1163）または

ふれあい高齢者
ペタンク親善大会

弘前市ペタンク協会（葛西さん、
☎兼■■ＦＦ 88-3480）へ。

【弘前市民スキー大会】
▼対象　傷害保険かこれに準ず
る保険に加入している市民
▼参加料　無料
▼申し込み方法　１月 18 日
（火・必着）までに、弘前市ス
ポーツ協会窓口に持参するか郵
送で申込書の提出を。
※リレー競技の申し込みは地区
体育協会へ／問い合わせは弘前
市スポーツ協会事務局（☎
37-5508）へ。
【弘前市少年スキー大会】
▼対象　市内の小学校に在学し
ていて、保護者の承諾のもと監
督・コーチまたは保護者が引率
できる児童（大回転競技＝１～
６年生／距離競技・リレー競技
＝３～６年生）
▼参加料　大回転競技、距離競
技＝各１人500円、リレー競技
＝１チーム1,000円
▼申し込み方法　１月 14 日
（金・必着）までに、弘前市ス
ポーツ協会窓口に持参するか郵
送で申込書の提出を。
※リレー競技は男女別に男子６
人、女子５人以内を記入するこ
と／問い合わ
せは弘前スキ
ー倶楽部事務
局（加藤さん、

市民・少年スキー大会

☎090-4556-8279）へ。
～共通事項～
▼とき　２月 13日（日）・20
日（日）、午前８時 30 分～午
後２時30分
▼種目と会場　大回転競技＝岩
木山百沢スキー場（百沢字東岩
木山）、距離競技・リレー競技
＝運動公園距離内コース（豊田
２丁目）
▼抽選会と代表者会議　少年ス
キー大会は１月28日（金）の
午後５時30分から、市民スキ
ー大会は同日の午後６時30分
から、笹森記念体育館会議室で
開催します。
※欠席の場合は委任したものと
します／地区・学区体協以外の
申込者の出席は不要で、出走順
は地区・学区の後ろとなります。
▼その他　申込書は笹森記念体
育館（下白銀町）、岩木山百沢
スキー場、そうまロマントピア
スキー場（水木在家字桜井）、
運動公園野球場事務室で準備し
ています。
■■問問弘前市スポーツ協会事務局
（〒036-8356、下白銀町２の１、
笹森記念体育館内、☎37-5508）

　バトラー（発
表者）が順番に
お薦めする本の
魅力を紹介し、

ビブリオバトル
in 弘前図書館

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）

▼開催期間　１月 19 日（水）
～３月17日（木）
▼ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）
▼日程と内容　①第１・第３水
曜日…水中ポールウォーク（60
分程度）、②第２・第４水曜日
…水中エクササイズ（45分程
度）、③毎週木曜日…ゆったり
ヨガ（60分程度）
※いずれも午前10時30分開始。
▼対象　65歳以上の市民
▼定員　①・②＝各 12人、③
＝ 10人（いずれも先着順）
▼参加料　無料
※各回とも開催
日の２週間前か
ら申し込みを受
け付けます。
▼その他　ＪＲ
弘前駅城東口と
市立観光館バス
プール発着の往復無料シャトル
バスを運行します。詳細は問い
合わせを。
■■問問星と森のロマントピア（☎
84-2288）

ロマントピア
健康サポート教室

参加者全員の投票で「チャンプ
本」を決める「ビブリオバトル」
を開催します。
▼とき　２月26日（土）
　　　　午後１時30分～３時
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼定員　バトラー＝５人、観覧
者＝20人（各先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　１月 15 日
（土）から、弘前図書館カウン
ターまたは電話で申し込みを。
※バトラーか観覧者のどちらを
希望するかお知らせください。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

教室・講座

【冬の星空を見ましょう！】
▼とき　１月13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
▼講師　中山武廣さん（青森市
中央市民センター）　
▼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　１月 10 日
（月・祝）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

ベテランズセミナー

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告
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【津軽塗体験講座～お気に入り
の津軽塗を作ろう～】
▼とき　１月 22 日（土）、午
前10時 30分～正午
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室１
▼講師　松山昇司さん（松山漆
工房）　
▼対象　市内に在住または通勤
している 18歳～ 50歳の人＝
10人（先着順）
▼作成品と参加料　①スプーン
と箸＝ 3,000 円、②ぐい呑み
＝3,000円
※作品は講師が仕上げを行い、
後日引き渡しをします。
▼申し込み方法　１月 14 日
（金）までに、電話かファクス
またはＥメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・年齢・電話番号・希

かっこいい大人養成講座２
望する作品番号を記入）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）

【簡易型ＱＯＬ健診】
　弘前大学が実施しているＱＯ
Ｌ健診の項目を絞り込んで実施
します。健診結果がその場でわ
かり、保健指導、フレイル（加
齢に伴って心身が衰えた状態）
予防対策の説明を受けられます。
▼とき　１月 22 日（土）、①
午後１時 30 分～２時 30 分、
②午後２時40分～３時 40分
※弘前大学から研修を受けた施
設職員が健診・説明を行います。
▼定員　各回８人（先着順）
▼参加料　無料
▼申込期限　１月14日（金）
【縄文土偶切り絵ワークショップ】
　「北海道・北東北の縄文遺跡
群」の世界遺産登録を祝って、
縄文土偶を切り絵で作り、フレ
ームで飾ります。
▼とき　１月29日（土）
　　　　午後１時～３時
▼定員　12人（先着順）
▼参加料　500円
▼申込期限　１月21日（金）
～共通事項～
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼対象　50歳以上の人
※50歳未満の人は要相談
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）

【健康料理教室～元気の素は食
卓から～】
　栄養バランスの良いメニュー

アクティブシニア向け講座

弘前リードマン
健康寿命延伸事業

を作ってみませんか。
▼とき　１月 30 日（日）、午
前９時 30分～午後０時 30分
（受け付け開始は午前９時）
▼ところ　清水交流センター
（大開２丁目）調理実習室
▼講師　清野優美子さん（弘前
リードマン、弘前地区生活改善
グループ連絡協議会会長）
▼メニュー　ブリのごまみそし
ょうが焼き、舞茸とわかめのお
ろししょうが和え、ふわふわフ
レンチトースト、鶏ハム、五目
豆
※料理は持ち帰り、自宅で楽し
みます。
▼対象　18 歳以上の市民＝
20人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　エプロン、三角巾、
マスク、料理の持ち帰り用の容
器
▼申し込み方法　１月 14 日
（金・必着）までに参加申込書
に必要事項を記入の上、Ｅメー
ル、ファクス、郵送、持参のい
ずれかで申し込みを。
※申込書（チラシの裏面）は市
役所や市の公共施設に設置して
います／電話での申し込みも可
能です。
■■問問市民協働課協働推進係（〒
036-8551、上白銀町１の１、
市役所２階、☎40-7108、■■ＦＦ
35-7956、■■ＥＥ shiminkyoudou
@city.hirosaki.lg.jp）

　弘前図書館所蔵の藩政時代の
古文書を読み解く講座です。
▼とき　１月 30 日（日）、２
月 12 日（土）・27 日（日）、
３月12日（土）
※時間はいずれも午後２時～４
時。
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室

古文書解読中級講座

▼講師　蔦谷大輔さん（弘前大
学国史研究会会員）
▼対象　古文書をある程度読め
る高校生以上の市民＝ 30 人
（先着順）
▼参加料　700 円（テキスト
代として）
▼申し込み方法　１月 29 日
（土）までに電話かファクスま
たはＥメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・電話番号を記入）で
申し込みを。
■■問問図書館・郷土文学館運営推進
室（☎32-3794、■■ＦＦ 36-8360、
■■ＥＥ tosho@city.hirosaki.
lg.jp）

【①成長期におけるスポーツ栄
養について、②スポーツ現場で
の応急処置について】
▼とき　１月 30 日（日）、①
午後１時 35 分～２時 35 分、
②午後２時50分～３時 50分
※開場は午後１時。
▼ところ　弘前中三（土手町）
８階スペースアストロ
▼講師　①太田茂子さん（日本
スポーツ協会公認スポーツ栄養
士）、②山本祐司さん（日本スポ
ーツ協会公認スポーツドクター）
▼申し込み方法　１月 17 日
（月・必着）までに申し込みフ
ォーム（QRコード）
か持参、郵送で申し
込みを。

スポーツ指導者育成講習会

有 料 広 告有 料 広 告

【③スポーツ指導者に求められ
るものはなにか】
▼とき　２月５日（日）
　　　　午後２時～３時30分
※開場は午後１時30分。
▼ところ　市民体育館（五十石
町）
▼講師　川村卓さん（筑波大学
体育系准教授）
▼持ち物　内履き
▼申し込み方法　１月 28 日
（金）までに申し込み
フォーム（QR コー
ド）か、ファクスで
申し込みを。
～共通事項～
▼対象　スポーツ指導者や保護
者、その他興味関心のある人＝
①・②各60人、③ 100人（そ
れぞれ先着順）　
※Zoomでの視聴も可能。
▼参加料　無料
▼その他　Zoom で参加する
人には視聴用のURLを送付し
ます。
■■問問①・②＝市スポーツ少年団事
務局（〒 036-8356、下白銀
町２の１、笹森記念体育館内、
☎ 40-0987、月・金曜日の午
後２時～５時）／③＝県高等学
校野球連盟弘前地区（五十嵐さ
ん、☎兼■■ＦＦ 32-8545）

　雇用保険を受給できない求職

求職者支援訓練の受講者を
募集します

者を対象とした職業訓練の受講
者を募集します。一定の要件を
満たす受講者には、職業訓練受
講給付金が支給されます。
【パソコン事務基礎科】
▼とき　２月 17日（木）～６
月16日（木）
▼ところ　キャリアスクール・
ソフトキャンパス弘前校（土手
町）
▼申込期限　１月24日（月）
【パソコン基礎科】
▼とき　３月９日（水）～６月
８日（水）
▼ところ　ＪＭＴＣ弘前教室
（御幸町）
▼申込期限　２月９日（水）
【仕事に活かせるＯＡ事務科】
▼とき　３月１日
（火）～５月 31
日（火）
▼ところ　ディス
パッチカレッジ柏
校（つがる市柏鷺
坂）
▼申込期限　２月２日（水）
～共通事項～
▼受講料　無料
※ただしテキスト代などは自己
負担。
▼申し込み方法　事前に弘前公
共職業安定所（南富田町）で受
講手続きを済ませ、申込期限ま
でに各訓練施設へ直接受講申込
書の提出を。
■■問問 弘前公共職業安定所（☎
38-8609、音声案内42＃）

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
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岩

岩
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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１月

※変更となる場合があります。
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その他

　参加予定者は、毎日の検温に
努めるなど、入念な体調管理を
お願いします。体調不良の場合
は、無理をせずに来場を控えて
ください。また、式当日はマス
ク着用、手指消毒、検温など新
型コロナウイルスの感染拡大防
止対策にご協力ください。
▼とき　１月９日（日）
　　　　午前11時から
▼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弘前市に住所がある人、②市
出身者、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
※詳細は市ホーム
ページ（QRコード）
で確認を。
■■問問生涯学習課（☎82-1641）

　国民年金は、老後の暮らしを

令和３年度
二十歳の祭典（成人式）

新成人の皆さんへ
「20歳になったら国民年金」

はじめ、事故などで障がいを負
ったときや、家族の働き手が亡
くなったときに、みんなで暮ら
しを支え合うという社会保険の
考え方から作られた仕組みです。
【国民年金の加入】
　20歳を迎えると、国民年金
の第１号被保険者（20歳以上
60歳未満の農業者・自営業者・
学生・無職の人など）として加
入したことのお知らせ、国民年
金保険料納付書、学生納付特例
制度の申請書などの書類が届き
ます。（すでに第２号被保険者、
第３号被保険者になっている人
を除く）
※第２号被保険者…会社員・公
務員など／第３号被保険者…第
２号被保険者に扶養されている
20 歳以上 60 歳未満の配偶者
（年収130万円未満）
【保険料の納付】
　国民年金保険料納付書で、金
融機関かコンビニエンスストア
で納付できます。また電子納付、
口座振替、クレジットカード納
付も可能です。
【保険料の納付が難しいとき】
〇学生納付特例制度…在学中で
所得が一定以下の場合、保険料
納付が猶予される制度です。
〇免除・納付猶予制度…学生以
外の人の保険料納付が免除また
は猶予される制度です。
※要件がありますので詳しくは
問い合せを／保険料は未納のま
ま放置せず、必ず申請を。

　当日、会場周辺は、午前９時
から 10時 30分頃まで一般車
両の通行を規制しますのでご協
力をお願いします。また、会場
内での無人航空機（ドローン等）
の使用は全面禁止します。
■■問問防災課（☎40-7117）

　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　１月 17 日
（月）～ 21 日（金）の午後５
時～７時30分
▼休日納税相談　１月 23 日
（日）、午前９時～午後４時
▼その他　納期限までに納付で
きない事情がある人は、未納の
ままにせず相談を／夜間・休日
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
がない場合は、差し押さえ処分
を執行することもあります。
■■問問 収納課（市役所２階、☎
40-7032、40-7033）

　冬の通勤・通学の時間帯は、
市内の至る所で交通渋滞が発生
します。そこで、この冬は少し
でも渋滞を緩和するため、みん

夜間・休日納税相談

時差出勤や公共交通利用で
冬の交通渋滞を緩和！

なで時差出勤や公共交通利用に
よる通勤に取り組んでみません
か。昨冬に取り組んだ市職員か
らは、「朝の雪かきや子どもの準
備などに余裕ができた」、「渋滞
を回避できストレスが減った」
など、仕事や生活にゆとりがで
きたという声が多数ありました。
　市内の事業者でご協力いただ
ける場合は、市ホームページ掲
載の協力事業者登録書の提出を
お願いします。希望する事業者
は、ホームページに事業所名を
公表します。
▼実施期間　１月17日（月）
～２月28日（月）　
▼実施内容　時差出勤および在
宅勤務の実施、公共交通（バス・
鉄道）または徒歩通勤への転換
※特に、朝７時30分～８時30
分の交通分散にご協
力ください／詳しくは
市ホームページ（QR
コード）で確認を。
■■問問地域交通課（☎35-1124）

　移住セミナーに市の相談ブー
スを出展します。首都圏に弘前
への移住を検討している知り合
いがいる人は、周知のご協力を
お願いします。
▼とき　１月23日（日）
　　　　午後１時～５時
▼ところ　秋葉原UDXギャラ
リー（東京都千代田区外神田４

青森暮らしセミナー

丁目）
※申し込み方法な
ど詳しくはホーム
ページ（QR コー
ド）で確認を。
■■問問青森県企画政策部地域活力振
興課移住・交流推進グループ（☎
017-734-9174）

■■問問国保年金課国民年金係（市役
所１階、☎ 40-7048）／弘前
年金事務所（外崎５丁目、☎
27-1339）

　令和４年度の会場使用の申し
込みを受け付けます。なお、小・
中会議室、集会室は使用する日
の30日前から受け付けます。
▼受け付け開始日　１月 14日
（金）、午前９時から（窓口のみ
での受け付け）
※ 15 日（土）の午前８時 30
分からは電話でも受け付けま
す。
■■問問学習情報館（総合学習センタ
ー内、末広４丁目、☎26-4800）

　「災害のない安全な
まち」を目指し、弘
前市・西目屋村消防
団出初式を行います。
伝統を継承するまと
い振りやはしご乗り、
ラッパ吹奏など、消
防団の心意気を披露します。
▼とき　１月 16 日（日）、午
前９時30分～ 11時 30分
▼ところ　第一式場…市運動公
園周辺／第二式場…青森県武道
館（主競技場）
【通行規制にご協力を】

総合学習センター
使用の受け付け

新春恒例 消防団出初式

緑の相談所 １月の
催し

【講習会】
●山野草の栽培
15日（土）、午後１時 30分
～３時30分
※定員＝20人（先着順）、
電話で申し込みを。
●多肉植物の寄せ植えづくり
22日（土）、午後１時30分
～３時30分
※定員＝12人（先着順）、
１月５日（水）～16日（日）
に電話で申し込みを／参加料
＝1,500円（材料費）。
【展示会】
●樹木の冬芽展
７日（金）～16日（日）
●多肉植物展
21日（金）～30日（日）
※いずれも観覧料は無料。
【休館日】
１日（土）～３日（月）・11
日（火）・17日（月）・24日
（月）・31日（月）
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737）

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告
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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

　身体障害者手帳、戦傷病者手
帳、療育（愛護）手帳、精神障
害者保健福祉手帳の交付を受け
ている人、またはその人と生計
を一つにする人が、これらの手
帳の交付を受けている人のなり
わい、通院、通学などのために
自動車を利用している場合で、
その障がいの程度や自動車の使
用状況などが一定の条件に該当
するときには、申請により自動
車税（種別割・環境性能割）の
減免を受けることができます。 
※詳しくは問い合わせを。軽自
動車税については市民税課へ。 
■■問問中南地域県民局県税部納税管
理課（☎ 32-4341）／市民税
課（☎35-1117）

　市内企業の人事担当者が、仕
事内容等を生の声でお伝えしま
す。求職中であれば、誰でも無
料で参加でき、面接も可能です。
▼とき　１月 14日（金）・20
日（木）の午後１時 30分～４
時 30分（受け付けは午後１時

自動車税（種別割・環境性能
割）の減免制度

求人説明会・ミニ面接会

　110 番にかけると、警察本部通信指令課の警
察官が次のことを大事なことから順番に聞き取り
します。焦らず、冷静に答えてください。
①何があったのか（交通事故なのか、事件なのか）、
②どこで起きたのか、③いつ発生したのか、④ど
んな状況か（被害やけが人の有無、救急車が必
要か）、⑤犯人は（人相や服装、車のナンバー、
逃げた方向など）、⑥通報者の名前・電話番号
【県内の110番件数】
　令和２年の件数は約４万件で、うち約 6,500
件は「問い合わせ」や「相談窓口確認」のほか、「い

たずら電話」、「間違い電話」、
「無言電話」などの不要・不急
のものでした。警察ではこの
ような場合でも内容を確認し
なければならないため、事件
や事故など緊急の 110番通報への対応に支障が
生じかねません。いたずら電話は絶対にしないで
ください。また、緊急性のない相談や問い合わせ、
警察への意見・要望などは、警察安全相談電話（☎
017-735-9110 か #9110）や最寄りの警察署
や交番などへお願いします。

■■問問弘前警察署（☎32-0111）

から）
▼ところ　ヒロロ
（駅前町）４階市民
文化交流館ホール
▼参加企業数
３社以上（予定）
▼定員　20人程度
▼申し込み方法　当日までに申
込書をファクスかハローワーク
窓口に持参して提出を。
※電話での申し込みも可。
▼その他　ハローワークに未登
録の人も参加できます／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／参加企業は、青
森労働局または市ホームページ
で確認を／UJI ターン求職者
を対象とした、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日前までの申し込みが必要）。
■■問問 I・M・S（弘前就労支援セ
ンター内、駅前町、ヒロロ３階、
☎55-5608、■■ＦＦ 55-5607）

▼とき　１月 24 日（月）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）４階第４研修室

再就職支援セミナー

▼内容　採用されるための就職
活動のポイント（仕事の探し方・
応募書類作成・面接など）
▼対象　45歳以上で求職中の
人＝20人
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要／セミ
ナー終了後、個別相談にも応じ
ます／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。
■■問問電話かEメール（氏名・年齢・
電話番号を記入）で、ネクスト
キャリアセンターあおもり（☎
017-723-6350、■■ＥＥ chuuko
unen@ims-hirosaki.com）
へ。

【コールセンターのお仕事紹介
フェア】
　コールセンター業を営む市内
誘致企業の魅力を発信するイベ
ントを開催します。Zoom で
のオンライン参加も可能です。
▼とき　１月 29 日（土）、午
後１時～４時 30分（受け付け
は午後０時30分～）
※事前の申し込みが必要。
▼ところ　総合学習センター

コールセンターで
働いてみませんか

（末広４丁目）４階第２研修室・
第３研修室
▼内容　①企業紹介・ＰＲ、②
輝く女性を応援！時短お料理ミ
ニセミナー、③個別相談・キャ
リアカウンセリング
▼参加企業　バリュー HR 弘
前オペレーションセンター（カ
スタマーグループ）、シーエス・

プレナー弘前コールセンター、
グロップ弘前コンタクトセンタ
ー、エスプールリンク弘前エン
トリーセンター、キャリアフィ
ットエムエス弘前センター
▼ミニセミナー講師　みわあや
こさん
▼対象　コールセンター業に興
味がある人、これから就活をす

る人、ワークライフバランスを重
視した働き方をしたい人など＝
会場30人、Zoom参加20人
▼申し込み方法　１月 21 日
（金）までに電話か
申し込みフォーム
（QR コード）で申
し込みを。
■■問問 I・M・S（☎ 32-5801）

 

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。

第２回市民・少年少女スキー教室

■■時時１月 15 日（土）・16 日（日）
の午前 10時～午後３時（受け付
けは午前９時から）
■■所所そうまロマントピアスキー場
（水木在家字桜井）
■■内内初心者～エキスパート養成講習
（講習時のリフト券、スキー用具
などは各自で準備を）
■■定定小学生以上の市民
■■￥￥ 3,000 円（２日間分、傷害保
険料含む）
■■問問１月４日（火）～ 11日（火）に、
弘前市スポーツ協会（笹森記念体
育館内、下白銀町）、タケダスポ
ーツ弘前バイパス店（城東北４丁
目）、スーパースポーツゼビオ弘
前バイパス店（高田５丁目）へ直
接申し込みを。問い合わせは弘前
スキー倶楽部事務局（☎ 080-
4519-2611）へ。

健康対策！ストレッチ体操教室

■■時時１月 19日～２月９日の毎週水
曜日、午後１時 30 分～２時 30
分　■■所所温水プール石川研修室
■■内内ストレッチボール・タオルを使
った簡単ストレッチ
■■定定市民＝ 10人　■■￥￥無料
■■問問１月 13日（木・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。

ピラティス教室

■■時時１月24日・31日、２月７日・
14日・21日（いずれも月曜日）
の午後７時～８時　■■所所克雪トレー
ニングセンター（豊田２丁目）ト
レーニング室およびZoomによ
るオンライン開催　■■内内ピラティス
の基本動作　■■定定市民および近隣市
町村の住民＝会場・オンラインと
もに各10人　■■￥￥ 500円（傷害保
険料含む）　■■持持水筒、ヨガマット
■■問問克雪トレーニングセンター（☎
27-3274）へ。

ソフトバレーボール体験教室

■■時時１月 25日～３月 29日の毎週
火曜日（３月 22 日を除く）、午
前10時 30分～正午
■■所所金属町体育センター体育室
■■内内ソフトバレーボールの基本やゲ
ーム
■■定定市民＝ 15人　■■￥￥無料
■■問問１月 15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、☎ 87-2482）へ。

～認知症を予防しよう！～
☆楽しく健康教室☆

■■時時１月27日～３月31日の毎週木
曜日、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で身
体を動かす
■■定定市民＝ 12人　■■￥￥無料
■■問問１月 15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、☎ 87-2482）へ。

水泳教室（クロール）

■■時時 ２月２日（水）
～ 21 日（月）の
毎週月・水曜日、
午前10時～ 11時
■■所所温水プール石川　■内クロールの
呼吸練習　■■定定クロールで 25m泳
げない市民＝15人　■■￥￥無料
■■持持水着、水泳帽、ゴーグル
■■問問１月 15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。

■■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

１月10日は110番の日

24
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Health Information

健康の掲示板
弘前市保健センター（健康増進課、〒036-8711、野田２丁目7の１、☎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。

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＝１月26日（水）・27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 １月12日（水）・13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）

２月７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〉

１月 15 日（土）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）

２月４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

１月 11日（火）、午前９時～正午（１月７
日〈金〉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

26

おすすめポイント♥

長芋のりんご酢ピクルス
File.121弘前市食生活改善推進員会 簡単レシピ

冬の健康づくりに酢の健康効果を利用しませんか。酢は、胃液の
分泌を促し消化を助ける、体脂肪や内臓脂肪を減らす、血圧を下
げるなどいろいろな効果が期待できます。中でもりんご酢は、睡
眠の質を改善する働きも！１日の摂取目安は大さじ１程度です♪

■１人分の栄養量
エネルギー／ 44kcal、たんぱく質／
0.9g、脂質／ 0.1g、カルシウム／９
mg、食塩相当量／ 0.8g

長芋……………………120g
赤パプリカ…50g（１／４個）
きゅうり……50g（１／２本）

りんご酢 ……… 50ml
水 ………………70ml
砂糖 ……… 大さじ２
塩 ………小さじ１／２

A

 材 料 ①皮をむいた長芋は４cmの長さの拍子木切り、
赤パプリカは４cmの長さの短冊切り、きゅう
りは４cmの長さの拍子木切りにする。
②耐熱容器にAの調味料を合わせ、電子レンジ
（600W）で１分間加熱してよく溶かす。
③チャック付き食品保存袋に①の野菜を入れ、
②の甘酢液を熱いうちに加える。粗熱がとれ
たら冷蔵庫で冷やして出来上がり。

４人分

　弘前市医師会健診センターでは、市
で実施しているがん検診や特定健診等
の健（検）診をすべて受診できます。
▼受診できる健（検）診　弘前市で実
施しているがん検診（胃がん〈バリウ
ム〉・肺がん・大腸がん・子宮がん・
乳がん・前立腺がん）、肝炎ウイルス
検診、胃がんリスク検診、骨密度検診、
結核検診、国保特定健診、後期高齢者
健診
■問い合わせ・申込先　弘前市医師会
健診センター（野田２丁目、☎0120-
050-489、平日の午前８時～午後４
時）

　がんの早期発見・早期治療につなげるため、対象者
にがん検診の無料クーポン券を昨年７月に発送しまし
た。クーポン券には有効期限があり、期限が近づくと
検診の予約が取れない場合がありますので、早めにご
利用ください。クーポン券が利用できる医療機関等は、
クーポン券と一緒に送付したお知らせで確認してくだ
さい。
▼対象者 子宮頸がん…平成 12 年４月２日～平成
13年４月１日生まれの女性／乳がん…昭和 55年４
月２日～昭和56年４月１日生まれの女性
※令和３年４月21日以降に弘前市に転入した対象者
は、前住所地の市町村からクーポン券が送付されてい
ますので、当市のクーポン券と交換が必要です。
■問い合わせ先　健康増進課（☎37-3750）

がん検診無料クーポン券
ー有効期限は２月 28日－

忘れて
いませんか？ 今年度の健（検）診は

受診しましたか？

定期予防接種など
【子どもの定期接種】
　定期の予防接種
は、ワクチンで防げ
る感染症の発生や
まん延を予防する
ためにとても重要
です。体調の良い時に計画的に
接種しましょう。
　令和４年度に小学校に入学す
る予定の幼児は、受けていない
予防接種がないか確認しましょ
う。
【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回分の無料助成券を
送付しています。
▼実施期限　１月31日（月）
▼対象　６か月～６歳の未就学児
※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。
【高齢者インフルエンザ
予防接種】
　接種を希望する人
は、『健康と福祉ごよ
み』を確認の上、直接医療機関
に問い合わせを。
▼実施期限　１月31日（月）
▼対象　次の①・②のいずれか
に該当する人
① 65歳以上の人、② 60歳～

64歳の人で心臓、腎臓、呼吸
器および免疫機能に障がいのあ
る人（内部障がい１級程度）
▼自己負担　1,600 円（生活
保護受給者は無料）
【風しんの追加的対策（風しん
第５期定期接種）】
▼実施期限　２月28日（月）
▼対象　昭和 37年４月２日～
昭和 54年４月１日生まれの男
性
▼費用　無料
※現在お持ちのクーポン券は、
期限を延長して使用できます。
クーポン券を紛失した場合は再
発行できますので、健康増進課
へお問い合わせください。

【高齢者インフルエンザ
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工
くどう

藤 真
ま り あ

莉愛ちゃん
R3.1.25生（青山５）

山
やまもと

本 琴
ことは

巴ちゃん
R3.1.8生（土堂）

對
つしま

馬 康
こうき

煌ちゃん
R3.1.17生（紺屋町）

工
くどう

藤 響
きょう

逢ちゃん
R3.1.26生（和徳町）

外
とのさき

崎 礼
れいか

華ちゃん
R3.1.9生（清原２）

１

※
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
。

２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４年２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
１月７日（金・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。

太
おおた

田 椿
つばき

己ちゃん
R3.1.27生（浜の町東１）

秋
あきば

庭 百
ゆ ら

良ちゃん
R3.1.3生（南横町）

高
たかはし

橋 芽
め い

生ちゃん
R3.1.9生（安原３）

白
しろと

戸 幸
ゆきみ

三ちゃん
R3.1.22生（上瓦ケ町）

山
やまのうえ

上 蒼
そうご

瑚ちゃん
R3.1.7生（小比内５）

池
いけだ

田 美
みれい

玲ちゃん
R3.1.7生（石川）

浅
あさの

野 良
りょう

侑ちゃん
R3.1.8生（宮川１）

中
なかやま

山 琉
る み

実ちゃん
R3.1.6生（一町田）

川
かわさき

崎 絢
あやせ

惺ちゃん
R3.1.18生（撫牛子２）

三
みかみ

上  柊
しゅう
ちゃん

R3.1.23生（田町 5）

古
こがわ

川 末
す い き

李己ちゃん
R3.1.13生（取上）

溝
みぞえ

江 奏
かなと

斗ちゃん
R3.1.4生（湯口）

佐
さとう

藤 翠
み お

音ちゃん
R3.1.24生（新町）

船
ふなみず

水 維
い と

翔ちゃん
R3.1.22生（境関）
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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★

かっこいい大人養成講座

11月 27日　ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室２

弘前公園の冬支度

11月 24日　弘前公園（下白銀町）

　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、冬ならではの景色や街の風景を投稿してくだ
さい。投稿された写真は、市公式インスタグラム
や広報ひろさきで紹介することがあります。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎ 40-0494）

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

＠ __.e28＠ __.e28 ＠maetomo1225＠maetomo1225

今月の納税

納期限

１/31（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４期
国民健康保険料　第７期
介護保険料　第７期
後期高齢者医療保険料　第７期

@kane34649@kane34649

ツ ツジやシャクナゲ等の低木類約３万本に「雪
囲い」を取り付けました。くぎを使わず、

縄で丸太や板材を固定する伝統の技で、雪の重さ
や寒さから樹木を守ります。

■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 10 月の

ごみ排出量
（燃やせるごみ）

4,746t
正しく知って食品ロス削減！
消費期限は安全に食べられる期限のことで、
賞味期限はおいしく食べられる期限のこと
だよ。正しく知って食品ロスを削減だ♪

ひろさきおさがり会

子 ども用品を寄付してもらい希望者に無料配布
するイベントを、市と連携してリユースに取

り組むみらいねっと弘前が開催。会場中に集まった品
物を、家族連れなどが手に取って吟味していました。

12月３日～５日　旧弘前偕行社（御幸町）

市民ワークショップ「ひろさきの未来を語ろう」

11 月 27日・28日　市役所（上白銀町）

すぐそこ　 ちかいね！弘前キャンペーン

12 月１日～ 26日　JR函館駅ほか

金 森赤レンガ倉庫（函館市末広町）と JR函館
駅で、弘前をPRする展示を実施。金森赤レ

ンガ倉庫では、津軽塗で作られた桜のモザイクアー
トなどを見て、訪れた人が弘前を感じていました。

弘前エレクトリカルファンタジー

12 月１日～２月 28日　追手門広場ほか

弘 前の冬を彩るイルミネーションやライト
アップが今冬も始まりました。道行く人が、

木々や建物が放つあたたかい光の写真を撮るなどし
て楽しんでいました。

233t減！
（昨年同月比）

こ ぎん刺しで「猫の足」という模様に挑戦し
ました。参加した 10人は、こぎん刺しの歴

史を学んだあと、好みの色の麻布と木綿の糸を使い、
手本の図案を参考に制作に励んでいました。

無 作為抽出で選ばれた市民の中から、20代～
80代の18人が参加。弘前の魅力を生かした

まちづくりについてグループで考え、取り組んでほ
しい事業のアイデアを市に提案しました。

　まだ知られていないひろさきの魅力を掘り起こ
し、自ら発信する人材「弘前魅力発信サポーター」
の育成講座として開催。20 人が参加し、SNS
の基本知識やちょっとしたコツ、「バズる」発信
の仕方や写真のテクニックなどを学びました。参
加した皆さんは現在サポーターとして活躍し、イ
ンスタグラムやツイッター上で当市の魅力を日常
的に発信しています。

SNS情報発信講座
11 月６日・13日・20日　市民会館（下白銀町）ほか

◀ 基礎講座の様子。
SNS の基礎や上
手な活用方法など
について真剣に聞
く参加者たち。

▶ フィールドワーク
では弘前公園を歩
き、自分のカメラ
やスマートフォン
などで「映える」
写真の撮影に挑戦
しました。

　サポーターの皆さんの投稿をハッシュタグ
#ecomeonhirosaki や
#hirosakifanで検索！日常
に潜む“ひろさきならでは”
の魅力を、ぜひご覧ください。

◀  JR 函館駅に展示した、こぎん刺
しや金魚ねぷたを装飾した弘前
感あふれるクリスマスツリー

すぐそこ　 ちかいね！弘前キャンペーン
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　冬のりんご公園で、いろいろな遊びを楽し
もう！
▼ところ　りんご公園（清水富田字寺沢）
▼内容　①そり滑り、②りんごの枝を使った
クラフト体験、③津軽昔語り　ほか
▼その他　会場内は感染症対策を実施してい
ますので、ご協力をお願いします。
■問い合わせ先　りんご公園（☎36-7439）午 前 10 時 ～ 午 後 ３ 時

り ん ご 公 園

ウインター
フェスティバル
１月29日（土）・30日（日）


