
お知らせ版

「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。

　弘前城雪燈籠まつりに先立って、雪燈籠制作の
ワークショップを行います。「雪燈籠を作ってみ
たいけど、作り方が分からない」という人は、こ
の機会に雪燈籠を作ってみませんか。
▼ところ　弘前公園（東口券売所）

▼内容　市職員がサポートしながら、１グループ
で１基の雪燈籠を制作します。
▼対象　雪燈籠を制作したことがない市民＝３グ
ループ程度（１グループ＝５人程度）
※制作はのこぎりなどを使いますので、小学生以
下は保護者同伴で参加してください。
▼使用する道具・服装など　制作用の道具は市で
用意しますが、屋外での作業となりますので、防
寒具・手袋・長靴は各自で準備してください。
▼その他　制作時は、マスクの着用や大声を出さ
ないなど感染症の防止対策を講じるようご協力を
お願いします。弘前公園には駐車場がありません
ので、あらかじめご了承ください。
■問い合わせ・申込先　１月28日（金）までに、
電話または Eメール（制作代表者氏名・住所・
電話番号・同行者の人数を記入）で観光課誘客推
進係（☎ 40-0236、E メール kankou@city.
hirosaki.lg.jp）へ。

雪 燈 籠 制 作
ワークショップ
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2月６日（日）、午後１時～４時

参加者
募集

　はるか夢球場グラウンドをキャンパスに、ス
ノーシューの足跡で巨大な幾何学模様を描きま
す。光と影のコントラストは必見です。
▼時間　午前 10時～午後８時（ライトアップは
午後５時から）

▼ところ　運動公園（豊田２丁目）はるか夢球場
▼観覧料　高校生以上＝ 100 円（中学生以下、
障がい者＝無料）
【その他のイベント】
〇 HAPPYメッセージ…電光スクリーンに好き
なメッセージや写真を投影（有料／１月 31 日
〈月〉までに事前の申し込みが必要）
〇雪上バナナボート・プラバン工作体験（ともに
有料／事前の申し込みは不要）
【弘南鉄道の特別企画】
　弘南鉄道弘南線を利用して来場すると、会場内
で使える商品券（500円分）をプレゼント！
　詳しくは、市スポーツ協会ホー
ムページ（QRコード）をご覧く
ださい 。
■問い合わせ・申込先　運動公園
（☎27-6411）

冬の球場アート
2022

2月５日（土）・６日（日）

足 跡 が
作る絶景
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税の申告を
忘れずに

市民税県民税、所得税の申告の受け付けが
始まります

　令和４年度市民税県民税の申告受け付けが始ま
ります。
　各出張所地区では１月 27日（木）から順次、
市役所では２月９日（水）から申告会場を開設し
ます（市役所会場では、２月 15日〈火〉までは
営業等・農業、不動産収入の申告がない人のみ
受け付けます）。郵送での申告は１月15日（土）
から受け付けます。
　お住まいの地区の申告の日程など、詳しくは本
紙と同時配布の「令和４年度市民税県民税申告の
お知らせ（市ホームページにも掲載）」をご覧く
ださい。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のために新型コロナウイルスの感染拡大防止のために

　対面での接触機会を減らすため、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。
　なお、所得税の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が、一部の人（※）は
申告が必要です。
（※）令和４年１月１日現在、住所は弘前市外に
あるが、家屋敷等が弘前市内にある人など。
　確定申告書を自宅などから提出する方法は、自
宅のパソコンやスマートフォンから確定申告で
きる「国税電子申告・納税システム（e-Tax）」
（e-Tax の詳細は、国税庁ホームページをご覧く
ださい）のほか、自書した確定申告書または国税
庁ホームページで作成・印刷した申告書を税務署
へ郵送する、税理士に申告書の作成・提出を依頼
するなどの方法もあります。

申告漏れにご注意を申告漏れにご注意を

　申告が必要なのに申告しないと「未申告」とな
り、公的医療保険（国民健康保険や後期高齢者医
療制度など）や介護保険、各種制度（障害福祉、
児童福祉、公営住宅、教育費支援など）の利用に
影響が出たり、負担軽減が受けられなかったりす
るほか、「所得・課税証明書」が発行できないな
どの不利益が生じることがあります。

　特に、無収入または非課税収入（遺族年金、障
害年金、傷病手当、失業保険、生活保護など）の
みで上記の制度に関係する人は、申告漏れがない
ようご注意ください。
■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、市役所
２階、☎40-7025、40-7026）

弘前税務署からのお知らせ弘前税務署からのお知らせ

　所得税・消費税・贈与税の確定申告書作成会場
を開設します。
▼開設期間と時間　２月 16日（水）～３月 15
日（火）、平日の午前９時～午後４時
▼開設場所　市立観光館（下白銀町）１階多目的
ホール
〇駐車場利用についてのお願い
　会場の駐車場は有料です。税務署を含めて駐車
台数には限りがありますので、来場の際は公共交
通機関をご利用ください。
〇会場への入場について
　混雑緩和のため、会場への入場には入場整理券
が必要です。入場整理券は各会場での当日配付と
LINEによる事前発行があります。配付方法の詳
細は国税庁ホームページ等でお知らせします。入
場整理券の配付状況に応じて後日の来場をお願い
することもありますので、皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
■問い合わせ先　弘前税務署個人課税第一部門
（本町、☎ 32-0331、自動音声に従って「２」
を選択）

Town Information 市政情報

閉院に伴う変更等
にご注意を

新型コロナウイルスワクチンの３回目接種新型コロナウイルスワクチンの３回目接種

　市立病院では、閉院に伴い一般市民
向けの３回目の接種を行いません。１・
２回目を市立病院で接種した市民の皆
さんは、最寄りの医療機関へお申し込
みください。

診療費等の支払い診療費等の支払い

　３月 31日までは、次のとおり市立病院の窓口
での支払いが可能です。
※３月 12日以降は、窓口での受付時間が変更に
なりますのでご注意ください。

市立病院の窓口で支払いが可能な時間帯

３月 11日まで 午前８時 30分～午後８時
（土・日曜日、祝日も可）

３月12日～ 31日 平日の午前８時 30分～午後
６時／土・日曜日、祝日の午
前８時 30分～午後５時

　未払いの診療費等がある人は、できるだけ早く
お支払いください。
　４月１日以降は納入通知書を発行しますので、
最寄りの金融機関の窓口で納めることになりま
す。また、口座振込も可能ですが、振込先が変更
となりますので、事前にお問い合わせください。
■問い合わせ先　市立病院医事課（☎ 34-3211 
、内線 115）

市立病院が閉院します

市立病院の閉院と最終診療日市立病院の閉院と最終診療日

　市立病院は、国立病院機構弘前病院との再編に
より、令和４年３月31日をもって閉院となりま
す。最終診療日は次のとおりですので、ご理解と
ご協力をお願いします。

最終診療日
入院 ３月11日（金）
外来 ３月 18日（金）

※外来の最終診療日は診療科ごとに異なりますの
で、ご了承ください。

他の医療機関への紹介他の医療機関への紹介

　４月以降も治療が必要な人には、３月18日まで
に、病状に合わせて適切な医療機関を紹介します。
　患者の皆さんの意向を踏まえ、病状を考慮した
上で医師が適切な医療機関を紹介しますので、ご
理解とご協力をお願いします。なお、予約が必要
な医療機関もありますので、事前に紹介先の医療
機関へご連絡ください。

診断書・証明書の発行診断書・証明書の発行

　診断書や証明書が必要な人は、外来の最終診療
日の３月18日までにお申し込みください。
　４月１日以降は、医師による作成が必要な診断
書・証明書等は発行できなくなります。
※領収証明書等の発行は可能。

　国の方針では、ワクチンの３回目接種は、２回目の接
種が終了してから原則として８カ月以上経過した人が対
象となります。これを受けて市では、２回目の接種が終
了した人に、終了後７カ月を経過した月に接種券を発送
しています。
※国の通知に基づき、医療従事者、高齢者施設等の入所
者、通所サービス事業所の利用者など特定の接種対象者
は２回目の接種終了後、８カ月を待たずに３回目の接種
ができることとなりました。
　１月に発送する対象などは、次のとおりです。

３回目の新型コロナウイルスワクチン接種券を発送（12月 27日時点）

■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＝午前９時～午後８時、日曜日・祝日＝午前９時～午後５時、土曜日は休み）
※新型コロナウイルスワクチン接種対策室は、１月 14日（金）から市役所３階から６階に移転します。

▼対象　原則として令和３年６月に接種した人（主に医
療従事者、高齢者施設等の入所者、その他の高齢者）
※医療従事者など一部の人は、７月または８月に２回目
を接種した場合でも対象。詳細は、厚生労働省や市ホー
ムページ等でお知らせしています。
▼接種券の発送時期　１月下旬に、住民票上の住所へ送
付します。
▼接種場所　原則として、前回接種した医療機関や高齢
者施設での接種となります。
※詳細は、各施設等へお問い合わせください。
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あなたの意見を
お寄せください 第３次弘前圏域定住自立圏共生ビジョン（素案）

への意見募集（パブリックコメント）
に利害関係を有する人
▼提出方法　指定の様式または任意様式に、氏名
（法人等の場合は名称および代表者氏名）、住所、
在住・在学の別（任意様式の場合は対象①～⑥の
いずれか）、件名（任意様式のみ「第３次弘前圏
域定住自立圏共生ビジョン（素案）への意見」な
ど）を記入し、次のいずれかの方法で提出してく
ださい。
❶郵送…〒 036-8551、上白銀町１の１、企画
課宛て
❷企画課へ直接持参（平日の午前８時 30分～午
後５時）
❸ファクス…35-7956
❹Ｅメール…kikaku@city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総
合案内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民
生課、市民課駅前分室・城東分室、各出張所
※記入漏れがある場合は意見として受け付けでき
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、ビ
ジョン策定の参考とするほか、後日集約し、氏名・
住所を除き、対応状況を市ホームページで公表し
ます。なお、個別回答はしませんのでご了承くだ
さい。
■問い合わせ先　企画課地域振興担当（☎ 26-
6348）

　弘前圏域（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）では、定
住自立圏構想推進要綱および定住自立圏形成協定
に基づき、圏域が目指す将来像とその実現のため
に必要な具体的取り組み等を明らかにするため、
「第３次弘前圏域定住自立圏共生ビジョン」の策
定を進めています。このたび素案がまとまりまし
たので、圏域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。
▼募集期間　１月27日（木）～２月18日（金・
必着）
▼閲覧方法
○市ホームページから閲覧
○次の場所で閲覧（平日の午前８時30分～午後
５時）
企画課（市役所２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、弘前図書館（下白銀町）
※市民課駅前分室は土・日曜日、祝日も閲覧可。
▼対象　①弘前圏域内に住所を有する人、②弘前
圏域内に事務所等を有する人または団体など、③
弘前圏域内に勤務する人、④弘前圏域内の学校に
在学する人、⑤弘前圏域内に対して納税義務を有
する人または寄付を行う人、⑥ビジョン（素案）

家族そろって
加入しましょう 交通災害共済加入受け付け開始

　１日１円で助け合う「青森県交通災害共済」の
令和４年度分の加入の受け付けが、２月１日（火）
から始まります。
【交通災害共済とは】
　全国どこで起きた交通事故でも、通院や入院、
死亡した場合に、災害の程度に応じて見舞金また
は弔慰金を支給する制度です。
▼加入できる人　①市内に住民登録がある人／②
市内に住民登録がある人と生計を同じにしてい
て、通勤または通学のため市外に居住している人
／③市外に住民登録がある人で、市内の学校に通
学している人
▼共済期間　令和４年４月１日～令和５年３月31
日（共済期間開始後の申し込みは加入時点から）
▼掛け金　１人350円
▼申込先　地域交通課（市役所３階）、岩木・相
馬総合支所民生課、各出張所窓口
※総合行政窓口（ヒロロスクエア内）、市民課城
東分室では受け付けしていません。
▼支給の対象となる交通事故　自動車同士の事
故、歩行中の自動車や自転車との接触事故、自転
車走行中の転倒による自損事故など
▼支給の対象とならない交通事故　歩行中の転
倒や作業中の事故（工事現場や農作業中の事故

など）、無免許運転や酒気帯び運
転、自転車の２人乗りなどによる
事故、地震・強風などの天災が原
因で発生した事故、車両の乗り降
りのときに起きた事故など
▼共済見舞金など
○けがで通院や入院をしたとき…見舞金３万円～
７万円（後遺障害が残った場合は50万円）
○死亡したとき…弔慰金100万円
※交通事故証明書が発行されない場合、見舞金等
は支給しません。このような場合、災害の程度に
関わらず特例見舞金として１万円を支給します。
▼請求期間　交通事故が発生した日から１年以内
▼請求に必要な書類　自動車安全運転センターが
発行する交通事故証明書（被災者名が確認できる
もの）や医師の診断書などが必要です。詳しくは
お問い合わせください。
【交通事故にあったら必ず警察に届け出を！】
　交通事故にあった場合、必ず警察署または最寄
りの交番に届け出てください。同乗者や相手方が
いない自損事故、自転車等の単独転倒なども必ず
届け出ましょう。届け出をしないと交通事故証明
書が発行されません。
■問い合わせ先　地域交通課（☎35-1102）

Town Information 市政情報

国民健康保険に加入している皆さんへ
　国保加入世帯員の中に市民税県民税の「未申告
者」がいる場合は、保険料や高額医療費の自己負
担限度額が高くなる場合があります。世帯主また
は加入世帯員で、次の①と②に該当する人も申告
が必要です。
①非課税収入（障害年金・遺族年金・失業保険な
ど）のみの人／②収入が無かった人
　詳細は、本紙と同時配布の「令和４年度市民税
県民税申告のお知らせ」をご覧ください。
■問い合わせ先　国保に関すること…国保年金
課国保保険料係（☎ 40-7045）／申告に関す
ること…市民税課市民税第二・第三係（☎ 40-
7025、40-7026）

令和３年分公的年金等の源泉徴収票を送付
　老齢・退職を支給事由とする、日本年金機構か
らの年金を受給している人全員に、令和３年２月
支払い分～令和３年12月支払い分（令和４年１
月に支払いがあった人は１月支払い分まで）の金
額を記載した源泉徴収票が１月中旬から順次送付
されます（障害年金や遺族年金は非課税所得であ
るため、源泉徴収票は送付されません）。
　また、令和３年分の源泉徴収票の再交付は、１
月から申請を受け付けています。
■問い合わせ先　ねんきんダイヤル（☎ 0570-
05-1165）／弘前年金事務所（☎27-1339）

年金と             に関するお知らせ

申告漏れにご注意を！

国保

１回目の
医療情報提供

J-MIMOから、医療情報の分析・
研究者へ医療情報を提供する場合
は、氏名を削除するなど個人を特
定できない状態にする匿名加工を
行います（弘前大学等が匿名加工後の医療情報の
提供を受ける予定です）。
※通知を受けていない人、提供拒否をしている人
の情報は利用されません。また、提供拒否の手続
きは、今後も国保年金課窓口で可能です。詳細は
お問い合わせください。
　J-MIMOへ提供する医療情報は、1回目の提
供後は３カ月に１回の割合で更新する予定です。
また、今後は予防接種の情報なども提供する予定
ですが、対象者には事前に通知します。
■問い合わせ先　国保年金課国保健康事業係（☎
35-1116）

　市では、日本医師会医療情報管理機構（J-MIMO
〈ジェイミモ〉）と次世代医療基盤法に基づく医療
情報提供契約を令和３年５月27日に締結後、７
月から医療情報の提供対象となる人へ事前通知を
行ってきました。
　医療情報の提供は、通知から 30日経過後、市
と J-MIMOが協議・決定して実施しますが、１
回目の提供時期は検討中です。
▼市から J-MIMOへ提供する医療情報の内容
国保加入者のレセプトデータ、特定健診のデータ
／後期高齢者のレセプトデータ、後期高齢者健診
のデータ／介護保険加入者のレセプトデータ
※いずれも平成27年４月からの診療分。
▼セキュリティ対策
インターネットは使用せず、暗号化（公開鍵暗
号方式）し、媒体（ＤＶＤ）で提供します／

次世代医療基盤法に基づく医療情報の提供
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ぜひ
ご活用ください 生理用品の無償配布を実施中

どもの広場（駅前町、ヒロロ３階）…平日の午前
８時30分～午後６時
④こども家庭課（市役所１階）…平日の午前８時
30分～午後５時
⑤健康増進課（野田２丁目、弘前市保健センター）
…平日の午前８時30分～午後５時
▼その他　専用の袋に入れてお渡ししますが、エ
コバッグ等を持参することをお勧めします。
■問い合わせ先　ひろさき生活・仕事応援セン
ター（就労自立支援室、☎36-3776）

　新型コロナウイルス感染症の影響によ
る生活困窮やネグレクト等のため生理用
品を購入できない人に活用してもらうた
め、生理用品を無償配布しています。
▼配布場所・時間
①ひろさき生活・仕事応援センター（駅前町、ヒ
ロロ３階）…平日の午前８時30分～午後５時
②市民参画センター（駅前町、ヒロロ３階）…午
前９時～午後８時（土・日曜日、祝日も可）
③ひろさき子育て世代包括支援センター、駅前こ

立候補を予定する
皆さんへ

▼内容　立候補届け出の手続き、選挙運動の注意
事項などの説明（当日は、立候補届け出に必要な
関係書類などを配布します）
※会場の都合上、出席人数は１候補者につき２人
以内としてください。
■問い合わせ先　選挙管理委員会事務局（市役所
６階、☎35-1129）

　４月 10日執行の弘前市長選挙および弘前市議
会議員補欠選挙の立候補予定者説明会を開催しま
す。立候補を予定している人（代理出席も可）や
関係者は出席してください。
▼とき　２月 16日（水）、市長選挙＝午後１時
から／市議会議員補欠選挙＝午後３時30分から
▼ところ　市民会館（下白銀町）２階第１小会議室

弘前市長選挙・弘前市議会議員補欠選挙の
立候補予定者説明会

安心を
準備しましょう

②申請をする時点で、継続して１年以上弘前市内
に住所があり、かつ満65歳以上の人
③自身の死後、その焼骨が確実に埋蔵されるよう、
あらかじめ納骨者を指定できる人
④合葬墓に埋蔵後は、焼骨を返還できないことに
同意できる人
▼受付期間　１月 17日（月）～２月７日（月）、
平日の午前８時30分～午後５時
▼公募申し込み方法　応募する人の身分証明書を
持参の上、環境課（市役所２階）で直接申し込み
をしてください。
▼使用料　１人６万円（生前申込者として決定後、
申請時に納付してください）
※応募数が公募数を上回った場合は、２月28日
（月）に公開抽選で生前申込者を決定します。抽
選の詳細は、応募者に事前に通知します。
■問い合わせ先　環境課（☎40-7035）

　市では、多くの人の焼骨を合同で埋蔵する施設
として、合葬墓を運用しています。
　亡くなった人の親族等が合葬墓に埋蔵しようと
する場合の申請は随時受け付けています。しかし、
自身の死後、諸手続きなどを行う親類や身寄りが
近くにいないといった声も多く寄せられているこ
とから、合葬墓への生前申込者を公募します。詳
細はお問い合わせください。
※合葬墓は市で管理しますが、宗教行事などは行
いませんので、永代にわたっての供養を希望する
場合には寺院等への相談をお勧めします。
【令和３年度の募集内容】
▼公募数　20人
▼資格要件　次の全ての要件に該当する人
①現在弘前霊園一般墓地の使用許可を受けていな
い人、または生前申し込みと同時に一般墓地を返
還する人

合葬墓の生前申込者を公募

イベント

　津軽地方を
中心に活躍す
る、さまざま
なジャンルの
クラフト作家
が技巧を凝らした作品を展示・
販売します。
▼とき　Part１…１月 21 日
（金）～26日（水）の午前10
時～午後４時（最終日は午後３
時まで）／ Part２…１月 28

2022津軽クラフト
ものづくり作家展

ッグの展示・販売
■■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）

　指揮者に八戸市出身の松井慶
太さん、ソリストに弘前市出身
の仙台フィルハーモニー管弦楽
団首席オーボエ奏者・西沢澄博
さんを迎えての演奏会です。
▼とき　１月 30 日（日）、午
後２時～（開場は午後１時～）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▼演奏曲目　オーボエ協奏曲ハ
長調（モーツァルト作曲）、交
響曲第９番「新世界より」（ド
ヴォルジャーク作曲）ほか
▼入場料（全自由席）　一般＝
1,000円／高校生以下＝500円
▼チケット取扱所　ヒロロ、ま
ちなか情報センター、中三弘前
店、さくら野百貨店弘前店、さ
くらミュージック
※無料託児室はありません。
■■問問弘前交響楽団事務局（古川さ
ん、☎090-3121-8401）

○自然教室
　『ソリで遊ぼう』
▼とき　２月６日（日）
　　　　午前10時～正午
▼定員　20人
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　飲み物、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・春休み期間
■■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）

弘前交響楽団　定期演奏会

こどもの森の催し

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。
　また、催しなどに参加する
際は、マスクを着用するなど、
感染症対策へのご協力をお願
いします。

日（金）～２月２日（水）の午
前10時～午後４時
▼ところ　藤田記念庭園匠館
（考古館、上白銀町）２階
▼入場料　無料
■■問問藤田記念庭園（☎37-5525）

【ドキュメンタリー最前線
-記録されたものの凄み -】
　第 37 回 harappa 映画館で
は、ドキュメンタリー映画を３
本上映します。
▼とき　１月22日（土）
▼ところ　中三弘前店（土手町）
８階スペースアストロ
▼上演作品と時間　①『プリズ
ン・サークル』＝午前 10 時
20 分～、②『三島由紀夫 vs
東大全共闘 50年目の真実』＝
午後１時 40分～、③『なぜ君
は総理大臣になれないのか』＝
午後４時～
▼観覧料　３枚セット券＝
3,000 円、一般＝ 1,200 円、
学生＝500円
※各作品 50枚限定／当日券は
席に余裕がある場合のみ販売。
▼申し込み方法　電話かファク
ス、Eメール（氏名・電話番号・
作品名・希望枚数を記入）で申
し込みを。
■■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。

【古布と小物展】
▼とき　１月26日（水）～１
月30日（日）の午前９時～午
後４時（最終日は午後３時まで）
▼内容　佐藤荘子さんと仲間た
ちの制作による古布の小物・バ

harappa映画館

鳴海要記念陶房館の催し

お詫びと訂正

　広報ひろさき12月15日号の１ペ
ージ内に、岩木山百沢スキー場の市
民リフト無料開放デーが②「３月13
日（日）」とあるのは、「２月27日（日）」
の誤りでした。お詫びして訂正します。
■■問問岩木山百沢スキー場（☎83-2224）

Town InformationTown InformationTown Information

■■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
●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111

　『ソリで遊ぼう』

こどもの森の催し

【ドキュメンタリー最前線

Town Information 市政情報
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【宇宙でわたし達のからだはど
うなるのでしょうか】
　最近、一般の人が短期間の宇
宙旅行を経験し、メディアを賑
わせています。宇宙で人間の体
にもらたされる変化や、宇宙環
境を利用した健康づくりの研究
について講演します。
▼とき　１月 29 日（土）、午
後１時30分～３時
▼ところ　会場…土手町コミュ
ニティパーク／オンライン配信
…アップルストリーム（https://
applestream.jp/）
▼基調講演講師　吉岡利忠さん
（前弘前学院大学学長）
▼定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要／オン
ライン配信は定員なし、申し込
み不要。
▼参加料　無料
■■問問大学コンソーシアム学都ひろ
さき（☎39-3160、■■ＥＥ conso@
hirosaki-u.ac.jp）

青森県の短命県脱却と健康寿
命の延伸に向けた研究成果を発
表します。
▼とき　２月４日（金）
　　　　午後１時～５時30分
▼ところ　アートホテル弘前シ
ティ（大町１丁目）プレミアホ
ール／ Zoomでのオンライン
参加も可
▼内容　中路重之さん（弘前大
学学長特別補佐）、西井孝明さ
ん（味の素取締役代表執行役社
長）、浜内千波さん（料理研究
家）、小宮山宏さん（三菱総合

大学コンソーシアム
学都ひろさき
５大学合同シンポジウム

弘前大学 COI　ヘルシー
エイジング・イノベーション
サミット2022

研究所理事長）による講演や、
大学、企業による研究成果の発
表など
▼定員　会場＝ 300 人（先着
順）、オンライン＝1,000人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　事
前登録フォーム（QR
コード）から登録を。
■■問問弘前大学COI 研究推進機構
（ ☎ 39-5538、 ■■ＥＥ coi_info@
hirosaki-u.ac.jp、■■ＨＨ https://
coi.hirosaki-u.ac.jp/）

○講習会『園芸用土と肥料の話』
▼とき　２月 5日（土）、午後
1時 30分～ 3時 30分
▼ところ　緑の相談所
（弘前公園内）
▼定員　20人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
○２月の休館日
毎週月曜日、２月24日（木）
■■問問緑の相談所（☎33-8737）

　弘前地区の小・中学生が授業
で作った作品を展示します。子
どもたちの生き生きとした作品
をご覧ください。
【美術展】
▼とき　２月５日（土）・６日
（日）、午前９時～午後５時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
【移動展】
▼とき　２月11日（金・祝）～
14日（月）、午前９時～午後５時
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）２階市民ギャラリー
～共通事項～
▼入場料　無料（れんが倉庫美
術館は市民ギャラリー内のみ）
■■問問学校指導課（☎82-1644）

緑の相談所の催し

弘前地区小・中学校美術展

　世代を超えて楽しく集えるイ
ベントです。小さいお子さん連
れの人も気軽にお越しくださ
い。体験中はスタッフがお子さ
んと楽しく遊びます。
▼とき　２月15日（火）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）
▼内容　体験ブース（アルコー
ルインクアートやフラワーアレ
ンジメント、ヨガ）、おさがり
交換など
▼参加料　無料（アルコールイ
ンク体験のみ材料費1,500円）
▼その他　予約優
先。ブース毎に時
間や定員が異なり
ます。詳細はイン
スタグラム（QR
コード）で確認を。
▼申し込み方法　
電 話 か E メー ル、
LINE（QRコード）、
インスタグラムから。
※定員に到達次第、締め切りま
す。返信が遅くなる場合もあり
ますのでご了承ください。
■■問問しののベース（角田さん、☎
090-4830-1584、■■ＥＥ sinono
base@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。

多世代交流イベント「しのの
フェス in宮川交流センター」

●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

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　166,164人
 　男  　  76,220人 　男  　  76,220人
 　女 　女 　    　   89,944人89,944人

令和３年 12月１日現在（推計）令和３年 12月１日現在（推計）
※ 令和２年国勢調査（確報値）を※ 令和２年国勢調査（確報値）を
基に再計算しています。基に再計算しています。

・世帯数  70,957世帯　・世帯数  70,957世帯　

（-153）（-153）
（-68）（-68）
（-85）（-85）
（-39）（-39）

20人（先着順）

５大学合同シンポジウム

▲インスタグラム

▲ L I N E

　市立博物館と高岡の森弘前藩歴史館の来館記念
スタンプをそろえて応募すると、抽選で賞品が当
たります。博物館・歴史館を巡り、弘前・津軽の
歴史と文化の魅力を楽しみませんか。
▼実施期間　３月27日（日）まで
▼応募方法　各館で、観覧手続き後に備え付けの
専用台紙へスタンプを押し、両館のスタンプがそ
ろったら希望賞品を選んでご応募ください。
▼賞品　A賞＝市立博物館令和４年度特別企画展
招待券１枚の引換券…２人／ B賞＝両館で開催

流鏑馬写真展
　流鏑馬フォトコンテストの
受賞作品を展示します。
▼とき　１月 15日（土）～
２月19日（土）
▼受賞作品　グランプリ…三
浦新さん「弓射る津軽っ娘
（コ）」／特選…町田芳文さん
「全集中」、「残心」（２点とも）
／佳作（２点）…小友周吾さ
ん「迅」、高瀬美夏さん「風
檣陣馬」
※観覧には観覧料が必要。冬
の企画展『高岡の森どうぶつ
園』と併せてご観覧ください。

企画展４「お雛様と吉祥画」ギャラリートーク
　開催中の「お雛様と吉祥画」では、津軽家ゆか
りの雛道具や津軽地方の雛人形、新年にふさわし
い吉祥画を展示しています。展示の見どころを当
館学芸員がわかりやすく解説します。
▼とき　２月12日（土）、午後２時～３時
▼ところ　展示室
▼参加料　無料（別途観覧料が必要）
※事前の申し込みは不要。

第４回 ロビーコンサート
　薩摩琵琶の弾き
語りと弘前藩に伝
わる錦風流（きん
ぷうりゅう）尺八
の生演奏です。
▼とき　２月５日（土）
　　　　午後２時～３時
▼出演　平尾鶴朋さん
▼定員　25人（先着順）
▼参加料　無料（別途観覧
料が必要）
▼申し込み方法　１月 18
日（火）以降に、電話で申
し込みを。

 ■■問問市立博物館（☎35-0700）

する企画展をいずれか１回無料観覧できる券…
10人／ C賞＝高岡の森弘前藩歴史館名品図録…
１人／ D賞＝市立博物館常設展示図録…１人／
Wチャンス賞＝絵ハガキ１枚…５人
▼当選発表など　抽選は４月～５月に行い、当選
者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただ
きます。
※両館とも1月17日（月）、2月21日（月）は
休館日／市立博物館企画展４「お雛様と吉祥画」
は３月21日（月・祝）まで。

　　 ■■問問市立博物館（下白銀町、☎35-0700）

■■問問高岡の森弘前藩歴史館（高岡字獅子沢、☎83-3110）

第２回 市立博物館歴史講座
▼とき　２月19日（土）
　　　　午後２時～３時15分頃
▼テーマ　青森県近代に生きた女性たちの歴史
▼講師　北原かな子さん（青森中央学院大学教授）
▼定員　50人（先着順）
▼参加料　無料（別途観覧料が必要）
▼申し込み方法　１月 20日（木）以降に、電話
で申し込みを。

第２回 歴史館講座
▼とき　２月20日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▼テーマと内容　「弘前藩動物記」…弘
前藩と関わった野生動物のエピソード
▼講師　竹内健悟さん（青森大学
SDGs研究センター客員研究員）
▼定員　20人（先着順）
▼参加料　無料（別途観覧料が必要）
▼申し込み方法　１月 18日（火）以
降に、電話で申し込みを。
送迎バス 市立観光館バスプール～歴史館
行き 13:10 観光館発　帰り 15:45 歴史館発
※ 先着 15人まで／事前の申し込みが必要／
２月20日のみ運行。

▼観覧料（両施設共通）
一般＝300円
高校・大学生＝150円
小・中学生＝100円

※障がい者、65 歳以上の市民、
市内の小・中学生や外国人留学生、
ひろさき多子家族応援パスポート
を持参の人は無料。年齢や住所を
確認できるものの提示を。

２月20日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ

「弘前藩動物記」…弘
語りと弘前藩に伝
わる錦風流（きん
ぷうりゅう）尺八
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■■ＥＥ hirosakihojinkai@bz04.
plala.or.jp、平日の午前９時
～午後５時）

教室・講座

　弘前大学大学院理工学研究科
博士前期課程の中から厳選した
５つの科目を大学院生と一緒に
受講できる履修証明プログラム
です。医工学を医学と工学の両
面から体系的に学べます。
▼対象　地域の製造業およびそ
関連産業に従事している現役の
社会人（大卒相当以上の学歴が
ある人）＝５人程度
▼履修期間　１年（または２年）
▼受講料　３万円
▼受付期間　１月 17 日（月）
～28日（金・必着）
　申請書類など詳
細は弘前大学理工
学研究科ホームペ
ージをご確認ください。
■■問問弘前大学大学院理工学研究科
附属医用システム創造フロンテ
ィア事務局（☎39-3510、■■ＥＥ
msif@hirosaki-u.ac.jp）

【SDGs時代の新たな企業価値
の創出】
　SDGs 時代における新しい
企業価値の創出や経営強化につ
ながる社会貢献活動とは何か？
先進的な取り組みをしているパ
ナソニックの担当者を招き、お
話を伺います。
▼とき　２月１日（火）、午後
１時30分～３時 30分
▼ところ　アピオあおもり（青

医工学技術者養成講座
受講生募集

本業に活きる社会貢献活動
セミナー

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

▼とき　２月 23 日
（水・祝）、午後０時
25分～４時 45分
▼行程　市立病院（土手町）駐
車場に集合→ゴールドパック青
森工場（清水２丁目）→三光化
成第二事業部弘前工場（藤野２
丁目）→明治安田システム・テ
クノロジー弘前開発センター
（代官町）→市立病院駐車場で
解散
※市立病院駐車場には自家用車
を駐車可／集合から解散までは
主催者が用意するバスで移動。
▼対象　市内の小学校４年生～
中学校３年生＝ 25人（保護者
含む）
※小学生は保護者の同伴が必要
／申込者多数の場合は抽選。
▼参加料　無料（参加児童・生
徒へのプレゼントあり）
▼申し込み方法　１月 31 日
（月）までに入力フ
ォーム（QRコード）
から申し込みを。
■■問問弘前市企業誘致推進協議会事
務局（産業育成課内、☎ 32-
8106、■■ＥＥ sangyo@city.hiro
saki.lg.jp）

▼とき　３月４日（金）、午後
３時 30 分 ～５時
（開場は午後３時～）
▼ところ　フォルト
ーナ（和徳町）
▼テーマ　世界遺産
になった縄文遺跡群
▼講師　岡田康博さん（県企画
政策部世界文化遺産登録専門監）
▼定員　150人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼入場料　無料
■■問問弘前法人会（☎ 36-8274、

誘致企業体験ツアー

弘前法人会「新春講演会」

森市中央３丁目）大研修室１
※オンライン参加も可。
▼定員　40人（会場）
▼参加料　無料
▼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）または E
メール（住所・氏名・
電話番号・Eメールアドレス・
会社〈または団体名〉と職名・
オンライン参加の場合はその旨
を記入）で申し込みを。
■■問問青森県県民生活文化課（☎
017-734-9208、■■ＥＥ npo@pref.
aomori.lg.jp）

▼とき　２月５日（土）
　　　　午後１時～３時
▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼講座名　保育所給食～五感を
育む食育～
▼対象　保育所の給食担当者＝
20人
▼受講料　200円
▼申し込み方法　１月 29 日
（土）までに、ホームページ、
Eメールまたはファクス（講座
名・氏名・住所・電話番号を明
記）で申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定
／受講者にははがきで受講票を
送りますので、当日持参を／出
前講座も行っています。詳しく
はホームページで確認を。
■■問問柴田学園大学短期大学部（☎
32-6151、■■ＦＦ 32-6153、■■ＥＥ jc_
chibunsen@shibata.ac.jp、
■■ＨＨ https://jc.shibata.ac.jp）

　働く人を支援する「産業カウ

柴田学園大学短期大学部
公開講座

産業カウンセラー養成講座
無料体験

ンセラー」の養成講座を無料体
験してみませんか。
▼とき　２月５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）３階第１研修室
▼対象　働く人を支援したい
人、カウンセリングに興味・関
心を持っている人＝16人
▼申し込み方法　２月３日（木）
までに、ファクス（氏名・住所・
電話番号・開催日を明記）、ま
たはホームページ内の問い合わ
せフォームで申し込みを。
■■問問日本産業カウンセラー協会東
北支部（☎022-715-8114、■■ＦＦ
022-715-8115、■■ＨＨ https://
www.counselor-tohoku.jp）

【Learning English using 
Technology　英語学習での
テクノロジーの使い方】
　スマートフ
ォンアプリやウ
ェブを活用し
て、効果的に
英語を学ぶ方法を紹介します。
▼とき　２月５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　エドワード・フォーサ
イスさん（弘前学院大学文学部
教授）
▼対象　市内に在住・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31日（月）
までに、電話かファクスまたはE
メール（住所〈町名まで〉・氏名
〈ふりがな〉・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）

国際理解講座

【気象予報士が教える
お天気よもやま話】
　弘前の身近な話題
を交え、気象予報士
の仕事、天気図の見方、災害へ
の備えなどを学びます。
▼とき　２月13日（日）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階大会議室
▼講師　長尾純一さん（FMア
ップルウェーブ気象予報士・防
災士）
▼対象　市民＝40人（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　２月５日（土）
までに、電話または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、■■ＥＥ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

【インターネット講座】
▼とき　２月７日（月）・14日
（月）、午前10時～午後３時
※２日間で１セットの講座。
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　インターネットの利用
方法など
▼対象　文字入力およびキーボ
ード・マウスの操作（ウィンド
ウズの基本操作）ができる市民
＝16人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、昼食、マ
スク（着用をお願いします）
■■問問１月 23日（日）以降に、学
習情報館（総合学習センター内、
☎26-4800）へ。

現代セミナーひろさき

市民ボランティアによる
パソコン講座

 

休日在宅当番

◎ 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）で、
内科・外科・小児科の診療を行
っています。
　休日…午前10時～午後 4時
　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。

内　科
診療時間…午前９時～正午

２／６ 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

13 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

20 伊東クリニック
（元大工町）

☎32-0630

27 弘前温泉養生医
院（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
診療時間…午前10時～午後４時
２／６ のだ眼科･血管

内科クリニック
（神田３）

☎33-6611

20 あべ耳鼻咽喉科
（宮川１）

☎26-6116

歯 科
診療時間…午前10時～午後４時
２／６ なるみ歯科

（大清水４）
☎38-1115

11 ソレイユ歯科医
院（新町）

☎39-7303

13 梅村歯科クリニ
ック（石渡１）

☎32-7311

20 鳴海デンタルク
リニック
（城東中央３）

☎26-2301

23 川村歯科医院
（野田１）

☎32-4073

27 野村歯科医院
（西川岸町）

☎32-8695
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　大学教員や学生からの話題提
供や資料を使って、地域づくり
活動に役立つ全10回の講座を
行っています。
▼日程と内容　２月９日（水）
＝第９回「企業活動と環境問題」
／２月24日（木）＝第10回「フ
リーソフト、オープンデータを
用いた弘前市の現状分析の事例
紹介」
※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９回＝内藤周子さん
（弘前大学人文社会科学部准教
授）／第10回＝増山篤さん（同
大学同学部教授）
▼対象　高校生以上＝30人
▼参加料　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
ラインでの参加を希望する人
は、各自Zoomアプリ（無料）
をダウンロードしてください。
※事前の申し込みは不要／詳細
はホームページで確認を。
■■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、■■ＨＨ http://human.

地域未来創生塾＠中央公民館
cc.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）
／中央公民館（☎ 33-6561、
火曜日は休み）

　段ボールや身近な廃品を使っ
て、不思議で楽しい科学グッズ
を作ってみませんか。
▼とき　２月19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
▼内容　①リズムよくスイング
を続けるスイング鈴を作ろう、
②すごいスピードで走るホバー
クラフトを作ろう、③白黒模様
なのにカラーになるコマを作ろう
▼講師　福田智好さん（弘前市
少年少女発明クラブ会長）
▼対象　小学生とその保護者＝
10組（参加小学生１人につき
保護者１人の同伴）
▼参加料　無料
▼持ち物　なし
▼申込期限　２月４日（金・必着）
▼申し込み方法　往復はがきに
教室名・住所・氏名・年齢・電
話番号を記入の上、郵送を。
※往復はがき１枚につき２組ま
で応募可／応募多数の場合は抽
選で決定し、２月11日（金・祝）
までに抽選結果を
通知します。詳細
はホームページ
（QRコード）にて。
■■問問弘前地区環境整備センタープ

段ボールで科学グッズを作ろう

ラザ棟（〒 036-8314、町田
字筒井６の２、☎ 36-3388、
受け付けは午前９時～午後４
時、月曜日〈月曜日が祝日の場
合は翌日〉は休み）

 

その他

　２月 15日（火）に開催を予
定していた「第 14回沢田ろう
そくまつり」は、新型コロナウ
イルスの感染拡大防止のため、
中止することとなりました。
　開催を心待ちにされていた皆
さまには誠に申し訳ありません
が、ご理解いただきますようお
願いします。
■■問問 相馬総合支所総務課（☎
84-2111）

　鳥獣の追い払い
などに使用する花
火等の適正な取り扱い方法を学
びます。参加者には煙火を無償
で提供します。
▼とき　２月７日（月）、午前
10時 30分～ 11時 45分
▼ところ　中央公民館岩木館
（賀田１丁目）２階大ホール

沢田ろうそくまつり
中止のお知らせ

動物駆逐用煙火消費
保安講習会

▼受講料　無料
▼申込期限　１月28日（金）
■■問問農村整備課（☎40-4155）

【弘前圏域市町村職員の仕事を
知ろう！】
　弘前圏域８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）への移住を希望する人を対
象に、合同移住セミナーを開催
します。移住を検討している知
り合いがいる場合は、周知のご
協力をお願いします。
▼とき　２月 12 日（土）、午
後5時 30分～（受け付けは午
後５時～）
▼ところ　東京交通会館（東京
都千代田区有楽町２丁目）4階
ふるさと回帰支援センター
※ Zoomによるオンライン参
加も可。
▼内容　弘前圏域市町村で就職
を希望する人に向けた、市町村
職員の仕事や地域おこし協力隊
の活動紹介
※セミナー後、希望者を対象に
個別相談会を開催します。
▼対象　公務員志望または地域
おこし協力隊に興味のある県外
在住の学生、若手社会人＝現地
参加・オンライン参加各 20人
程度（先着順）
▼参加料　無料
▼申込期限　2月 6日（日）

ひろさき圏域合同移住セミナー

▼申し込み方法　詳細をホーム
ページ（QRコード）
で確認の上、専用
の申し込みフォー
ムから申し込みを。
■■問問弘前圏域移住・交流推進事業
事務局（企画課内、☎ 40-
7121、■■ＥＥ hirosaki.keniki@
gmail.com）

　相続登記・法定相続情報証明
制度に関する相談を受け付けま
す。初回は相談無料です。
▼とき　２月１日（火）～ 28
日（月）の平日
▼ところ　県内の各司法書士事
務所
※事前の申し込みが必要。
■■問問青森県司法書士会（☎ 017-
776-8398）

　弘南鉄道では、乗車した人の
駐車料金を３時間無料とするキ
ャンペーンを、３月 31日まで
期間延長して実施しています。
　沿線各地のイルミネーション
鑑賞などの冬のイベントや、新
生活の準備などで弘南鉄道を利
用する際、始発駅まではマイカ
ーで移動することで、気軽に電
車を利用することができます。

青森県司法書士会　相談会

弘南鉄道　指定駐車場３時間
無料キャンペーン
好評につき期間延長

●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

この機会に、いつもとは少し違
った旅行気分を味わえる弘南鉄
道をぜひご利用ください。
　詳しくは、市ホー
ムページ（QR コー
ド）をご覧ください。
■■問問地域交通課（☎ 35-1124）

【コミュニティ助成事業を活用】
　自治総合セ
ンターでは、
宝くじの社会
貢献広報事業
として、町会などのコミュニテ
ィ組織が主体となって実施する
地域活動に対し、各種助成金を
交付しています。本年度の「一
般コミュニティ助成事業」に採
択された蒔苗町会では、宝くじ
の助成金を活用して、除雪機を
整備できました。

■■問問市民協働課（☎40-0384）

　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
登録しませんか。
▼とき　1月 23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〉）

蒔苗町会に除雪機が
整備されました

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

有 料 広 告 有 料 広 告

　大切な文化財を火災などの災害から守るため、次の日程で消
防訓練を行います。訓練の際、消防車がサイレンを鳴らして走
りますが、火災と間違わないようご注意ください。
▼とき　１月23日（日）、午前10時～
▼ところ　旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館・元長町）
■■問問文化財課（☎82-1642）

「火災防ぎょ訓練」を実施します
文化財文化財
防火デー防火デー

動物駆逐用煙火消費
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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

　地域の皆さんの「学び直し」
のために開講し、幅広い年齢層
の人が学生と一緒に大学の講義
を受講しています。詳細はホー
ムページでご確認ください。
▼講義内容　６分野の科目から
受講可
▼開講　４月11日（月）予定
▼選考方法　提出されたレポー
トを参考に決定
▼受講料　１科目１万1,500円
▼申込期限　２月28日（月）
■■問問弘前大学学務部教務課教務
企画担当（☎ 39-3709、■■ＨＨ
https://www.hirosaki-u.
ac.jp/research/green-
college.html）

例年、家庭や事業所で燃料タ
ンクの配管破損やポリタンクに
小分けにするときの不注意が原
因で、灯油などを流出させる事
故が多く発生しています。
　油の流出事故は、側溝や水路
を通じ河川に流出することもあ
るため、水道水の取水や川の生
き物など、下流域全体に悪影響
を与えます。また、事故の処理
に掛かった費用が原因者の負担
になる場合もありますので、事
故を未然に防ぐためにも、次の
ことを心掛けましょう。

弘前大学グリーンカレッジ
2022年度入校生（第７期生）
募集

灯油などの流出事故に注意

①燃料タンクからポリタンクな
どに小分けにするときは、最後
までその場を離れない
②燃料タンクの配管を除雪機な
どで破損しないよう、積雪時で
も配管の位置がわかるように目
印をつける
③燃料の減り具合が早いとき
や、燃料タンクの周囲で油のに
おいがするときは、油が漏れて
いないか確認する
④燃料タンクの周りに防油堤を
設ける
　万が一、油が漏れても、中和
剤や洗剤などは使わずに、速や
かに連絡してください。
■■問問環境課環境保全係（☎ 36-
0677）／消防本部予防課（☎
32-5104）

　新型コロナウイルス感染症の
影響による離職者等を雇用する
企業説明会です。面接ではない
ため、仕事の内容や収入、勤務
シフトなど、気になることを何
でも聞くことができます。
▼とき　１月 25 日（火）、午
前10時 30分～午後３時
▼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　社員・契約社員・
パート・アルバイトなどの求人
を募集中の企業を予定（参加企
業はWorkin 青森版１月 11日
号またはWorkin.jp で確認を）
▼その他　予約不要／子連れ、
私服での参加可／履歴書不要／

青森県のお仕事相談会

雇用保険受給者は求職活動実績
の対象（当日会場で求職活動証
明書を発行）
■■問問 広済堂青森営業所（017-
742-4560、フリーコール☎
0800-5000-151）

　令和４・５年度の申請を受け
付けます。希望者は申請を。
▼対象　建設工事の請負／測
量・設計などの建設関連業務／
清掃・保安などの業務委託／製
造の請負や物件の買入など
▼受付期限　２月28日（月）
▼有効期間　令和４年９月１日
～令和６年８月31日の2年間
▼申請方法　各対象の「指名競
争入札等参加資格審査申請書」
に必要書類を添付して、津軽広
域水道企業団津軽事業部総務課
へ提出してください。詳しくは
ホームページで確認を。
■■問問津軽広域水道企業団津軽事業
部総務課（〒 036-0342、黒
石市石名坂字姥懐２、☎ 52-
6033、■■ＨＨ http://www.tusui.
jp/tsugaru/）

　弘前在来トウガラシ「清水
森ナンバ」は、令和２年 12月
23日に全国でも希少な地理的
表示（GI）保護制度（地域の
気候風土に育まれた産品の名称
を知的財産として登録保護する
制度）に追加登録されました。
　清水森ナンバを栽培する新規
会員も募集していますので、詳
しくは問い合わせを。
■■問問在来津軽「清水森ナンバ」ブ
ランド確立研究会事務局（中村
さん、青森県特産品センター内、
☎39-1811）

津軽広域水道企業団の指名
競争入札等参加資格審査申
請受付（定期受付）

清水森ナンバ　GI登録

各種スポーツ・体操教室など ■■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

　市では、平均寿命、健康寿命延伸のために、
高血圧対策に重点を置いた取り組みを推進して
います。今回は市の「高血圧予防３本柱」を中
心に、さまざまな取り組みを紹介します。

「いのちを守る！高血圧対策」

○放送日　１月29日（土）、午前11時 15分～ 11時 30分
○放送局　青森テレビ（ATV）

清水森ナンバ　GI登録

（※）…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。

ふれあい高齢者
ニュースポーツ研修会
■■時時２月１日（火）～ 19日（土）
※種目によって開催日時が異なりま
す。詳しくは問い合わせを。
■■所所すぱーく弘前（石渡１丁目）
■■内内①ゲートボール、②グラウンド・
ゴルフ、③ペタンク、④マレットゴ
ルフ、⑤ターゲット・バードゴルフ
から選択　■■定定おおむね 60歳以上の
市民（① 30人、② 80人、③ 42人、
④30人、⑤40人〈いずれも先着順〉）
■■￥￥無料（傷害保険への加入も不要）
■■問問１月 22日（土）までにすぱーく
弘前（☎ 38-3250）へ。

ピラティス講座
■■時時２月 12日（土）、午後２時～３時
30 分　■■所所総合学習センター（末広
４丁目）２階多目的ホール　■■内内ピラ
ティスの基礎や呼吸法、エクササイズ
体験（講師…木村友美さん〈TOMOMI
ピラティススタジオ主宰〉）　■■定定市内
に在住・在勤する 18 歳～ 50 歳＝
20人（先着順）　■■￥￥無料　■■持持ヨガマ
ット（先着８人まで貸し出し可）　
■■問問２月２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〉・年齢・電
話番号・ヨガマット貸出の有無を記
入）で中央公民館（☎ 33-6561、
■■FF 33-4490、■■EE chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

健康サポート教室～太極拳～
■■時時①２月 14日（月）・② 28日（月）、
午後２時～３時　■■所所温水プール石川
（小金崎字村元）　■■内内太極拳の基本　
■■定定 65 歳以上の市民＝各 12 人（先
着順）　■■￥￥無料　■■問問①１月 20日（木）
以降、②２月３日（木）以降に、温
水プール石川（☎ 49-7081）へ。

グラウンド・ゴルフ大会（個人戦）
■■時時２月18日（金）、午前の部＝午前
９時30分～11時 30分／午後の部
＝午後１時 30 分～３時 30 分　■■所所
克雪トレーニングセンター（豊田２
丁目）主練習場　■■内内グラウンド・ゴ
ルフ 24ホール個人戦（男女別／ 6
位以内に賞品あり／ホールインワン
賞あり〈１人１個まで〉）　■■定定市民お
よび近隣市町村住民＝ 96人（午前

の部＝ 48 人、午後の部＝ 48 人／
先着順）　■■￥￥ 500 円（傷害保険料含
む）　■■持持外履き　■■問問克雪トレーニング
センター（☎ 27-3274）の窓口に
備え付けの申込用紙に必要事項を記
入し、１月17日（月）以降に提出を。

ストレッチ体操教室
■■時時２月・３月の毎週水曜日（２月
23 日を除く）、午前 10 時 30 分～
11 時 30 分　■■所所市民体育館フィッ
トネスルーム　■■内内ストレッチ体操、
筋力トレーニングなど　■■定定市民＝
10人　■■￥￥無料　■■問問１月 25日（火・
必着）までに、往復はがき（※）で
市民体育館（〒 036-8362、五十石
町７、☎ 36-2515）へ。

体力づくり教室
■■時時①２月・３月の毎週木曜日／②２
月・３月の毎週金曜日（２月 11 日
を除く）、午後１時 30分～２時 30
分　■■所所市民体育館フィットネスルー
ム　■■内内ストレッチ体操、筋力トレー
ニング、脳トレなど　■■定定市民＝各
10人　■■￥￥無料　■■問問１月 25日（火・
必着）までに、往復はがき（※）で
市民体育館（〒 036-8362、五十石
町７、☎ 36-2515）へ。

チェア体操教室
■■時時２月７日～３月 14日の毎週月曜
日、午前 10 時～ 11 時　■■所所市民体
育館（五十石町）フィットネスルー
ム　■■内内いすに座ってできるストレッ
チ、リズム体操など　■■定定市民＝ 10
人　■■￥￥無料　■■問問１月 28日（金・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。

水泳教室（バタフライ）
■■時時２月 17 日～３月８日の毎週火・
木曜日、午後１時～２時　■■所所温水プ
ール石川　■■内内バタフライの基本練習
■■定定クロールを 25ｍ以上泳げる市民
＝ 15人　■■￥￥無料　■■持持水着、水泳帽、
ゴーグル　■■問問１月 30日（日・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。

小学生水泳教室
■■時時２月 18 日～３月 25 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、クロールなど
■■定定市内の小学生＝ 15 人　■■￥￥無料　
■■持持水着、水泳帽、ゴーグル　■■問問１月
26 日（水・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。

市民・少年少女スキー教室
■■時時２月５日（土）・６日（日）、午前
10 時～午後３時（受付は大鰐温泉
スキー場雨池スキーセンター１階に
て午前９時から）　■■所所大鰐温泉スキ
ー場国際エリア（大鰐町虹貝字清川）
■■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）　■■問問申し込み方法…１
月 20 日～１月 31日に、弘前市ス
ポーツ協会（下白銀町、笹森記念体
育館内）、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
せ先…弘前スキー倶楽部事務局（加
藤さん、☎080-4519-2611）

弘前市民ボウリング教室
■■時時２月11日（金・祝）・13日（日）、
午前 10時～正午　■■所所弘前ファミリ
ーボール（高崎２丁目）　■■内内初心者・
中級者を対象としたボウリング教室
■■定定市民　■■￥￥ 1,000円（１日だけの参
加は500円）　■■問問参加料を添えて弘
前ファミリーボウル（☎ 27-4145）
のフロントへ。
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▼展示期間　1月 19日（水）～2月 20日（日）
※最終日は午後5時まで。
▼ところ　コミュニケーションゾーン
▼内容　展示…「食育」に関する情報を展示し
ます。食育クイズラリー…展示物を読んでクイ
ズに解答すると美味しい参加賞がもらえます
（先着300個限定）。

▼とき　1月 22日（土）・23日（日）
　　　　午前10時～午後９時
※23日は午後５時まで。
▼ところ　イベントスペース
▼内容　弘前地区の小学校か
ら応募のあった作品のうち、
受賞作品を展示します。

▼とき　２月５日（土）
①午前10時 30分～ 11時 30分
②午後 1時 30分～ 2時 30分
▼ところ　イベントスペース
▼内容　木育についてのお話とものづくりワー
クショップ（パネルシアター「森のおはなし」、
読み聞かせ「まつぼっくり」、カタカタ人形づ
くり等）
▼対象　おおむね 3歳から就学前までの幼児
とその保護者＝各15組
▼参加料　無料
▼申し込み方法　1月 16日（日）の午前８時
30分から、電話または窓口で申し込みを。

▼とき　2月 27日（日）
①午前10時 30分～正午
②午後1時 30分～ 3時
▼ところ　イベントスペース
▼内容　伝統技術・組子（くみこ）の 4つの
模様「麻の葉」「重ね輪胴（りんどう）」「胡麻
幹（ごまがら）」「雪の結晶」のいずれかの製作。
▼対象　小学生以上＝各回 20組（小学生は保
護者同伴）
▼材料費　1,000円
▼申し込み方法　2月 5日（土）の午前８時
30分から、電話または窓口で申し込みを。

▼とき　2月 27日（日）
①午前11時～正午、②午後2時～ 3時
▼ところ　イベントスペース
▼内容　研ぎ出し体験（ステンレス製スプーン
またはフォーク、ミニキャニスター缶、スライ
ドミラーから1つ選択）
▼対象　小学生以上＝各回 15組（小学生は保
護者同伴）
▼材料費　1,500円
▼申し込み方法　2月 6日（日）の午前８時
30分から、電話または窓口で申し込みを。
※製作した作品は預かり、つや加工を施した後、
後日市民文化交流館の窓口で引き渡します。

親子de木育寺子屋

PR展示イベント　食育フェス
ティバル inヒロロスクエア

第31回日専連全国児童版画
コンクール～弘前地区選～

組子を体験しよう！

津軽塗の職人気分を体験しよう！

 

■問い合わせ先　市民文化交流館
（ヒロロ〈駅前町〉３階、☎ 35-
0154、午前 8時 30分～午後 9時）

ヒヒ ロロ ロロ
スス クク エエ アア
のイベント
ヒロロスクエアホームページ▶


