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特 

集
４月から運営開始
新中核病院

地域のために

　２月５日、市社会福祉協議会が
JR と共にボランティア（ブランデ
ュー弘前 FCの選手 20 人）による
雪かきを弘前駅で実施。通りかかっ
た人が「ありがとう」、「助かるよ」
など、温かく声をかけていました。

今号の表紙



４月から運営開始
新中核病院
弘前総合医療センター（仮称）

　県の地域医療構想に基づき、長期にわたり安心・安全で良質な医療
を提供するため、国立病院機構、青森県、弘前大学および当市の４者
により締結した基本協定をもとに連携を図りながら整備を進めてきた
新中核病院が、４月にいよいよ開院を迎えます。新中核病院は救急医
療をはじめ、津軽地域の医療の中心的な役割を担います。

新中核病院の概要

▼名称　弘前総合医療センター（仮称）
▼病棟数　８病棟
▼病床数　442床
・一般病床435床
・ 新生児特定集中治療室（NICU）３床
・高度治療室（HCU）４床
▼診療科数　25診療科
▼常勤医師数　約70人
▼開院時期　　令和４年４月１日（金）
※外来の診療は４月６日（水）開始予定。

▼診療科　
呼吸器内科
消化器・血液内科
循環器内科
脳神経内科
糖尿病・内分泌内科
呼吸器外科
消化器外科
脳神経外科
乳腺外科
整形外科
形成外科
精神科
※ 下線は現在の国立病院機構弘前病院から増となる診療科。

道路改良を実施します
　弘前総合医療センター（仮称）の運営開始に伴い、外来患者等の増加による交通量の増加が
見込まれることから、渋滞緩和のため、下図のとおり道路改良を行います。

新中核病院はこれまでと
何が変わるの？

　かかりつけ医の医院・診療所等を支援する「地域
医療支援病院」となる予定のため、基本的にかかり
つけ医からの紹介状が必要です。このため、 かかり
つけ医からより詳しい検査や専門的な医療が必要だ
と紹介された患者に対して適切な医療を提供します。
また、症状が改善するなど、かかりつけ医が対応可
能な場合は、積極的に逆紹介をします。

紹介状なしで受診すると
どうなるの？

　緊急時ややむを得ない事情を除き、か
かりつけ医からの紹介状がない患者が受
診する場合、診療費と別に選定療養費と
して一定額の負担がかかります。
　この制度は、大規模な病院への患者の
集中を防ぎ、「かかりつけ医」機能を強化
するために国が実施している制度です。

新中核病院Q&A

■  問い合わせ先　
地域医療課（☎
37-3788）／国立
病院機構弘前病院
（☎32-4311）

資料提供
国立病院機構弘前病院

特 集

Q Q

小児科
皮膚科
泌尿器科
産婦人科
眼科
耳鼻いんこう科
リハビリテーション科
放射線科
病理診断科
臨床検査科
救急科
歯科口腔外科
麻酔科

現病院の建物は
解体し駐車場に
　４月から 12 月まで、
現病院の建物の解体工事
を行います。
　ある程度工事が進むま
では、駐車場から解体建
物を迂回（うかい）する
ことになりますので、ご
協力をよろしくお願いし
ます。 

　病院前の交差点は、
弘前大学側からの道

路を拡幅し、土手町方面
へ向かう左折車線、直進
および病院に向かう右折
車線を設置します。

❶

　県道弘前
平賀線から

病院への進入路
を設置します。
（12月ごろ供用
開始予定）

❷
３月下旬より
供用開始予定

土手町方面へ 富田３丁目方面へ

弘前大学へ

道路改良と併せて、一部
信号規制も変更します。
これにより、交差点の通
り方が下図のように変わ
ります。ご注意ください。

❷

土手町方面へ 富田３丁目方面へ

弘前大学へ

土手町方面へ 富田３丁目方面へ

弘前大学へ

❶
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小児（5歳～11歳）のワクチン接種（2月16日時点）

集団接種を実施（３回目）

新型コロナワクチンのお知らせ

■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）

▼対象　５歳～11歳の市民
▼接種場所　市内医療機関

▼対象　２回目の接種から６カ月以上経過し
た18歳以上の市民

　厚生労働省は、１月 21日に小児用の新型コロナウイルスワクチンの薬事承認を行いました。
これを受けて市では、３月以降に接種が開始できるように準備を進めています。なお、実施内容
等に変更がある場合や、小児への接種の安全性や効果等が国から示された場合
は、市ホームページ等で随時お知らせします。

　かかりつけの医療機関が無い人などのために、次のとおり集団接種を実施します。接種を希望
する場合は、接種券が届いてから予約をお願いします。

▼使用ワクチン　小児用
ファイザー社ワクチン

▼使用ワクチン　武田／モデルナ社ワクチン
▼接種場所　鳴海病院（品川町）
▼申 し 込 み 方 法　コールセンター（☎
0120-567-745）に氏名・生年月日・10
桁の接種券番号・２回目の接種日・連絡先を
伝えて電話で予約を。

接種日 予約受付期間
３月５日（土） ３月１日（火）・２日（水）
３月 12 日（土） ３月６日（日）～９日（水）
３月 19 日（土） ３月 13 日（日）～ 16 日（水）
３月 26 日（土） ３月 20 日（日）～ 23 日（水）

▼追加される支給対象者　令和３年９月分の児童
手当受給者ではなかった人、または、児童が高校
生のみの場合で令和３年９月30日時点で養育者
ではなかった人のうち、離婚や離婚協議中（書類
により事実が確認できる場合に限る）、養子縁組
等により、令和４年２月 28日までに新たに養育
者になった人（元養育者から給付金全額を受け
取っている場合を除く）
▼支給額　児童１人につき10万円
※元養育者から給付金の一部を受け取っている、
または、児童のために使用されている場合はその
額を差し引いた額。
▼申請方法　支給対象者に該当すると思われる人
は必ずお問い合わせください。その後、該当とな
る人に申請書を送付しますので、申請期限までに
返信用封筒で申請書を郵送してください。

▼申請期限　令和４年４月28日（木・必着）
▼支給日　送付される支給決定通知書で確認を。

【忘れずに申請を】
　次の①か②に該当する人で、子
育て世帯への臨時特別給付金を受
給していない人は、４月28日（木・
必着）までに申請してください。
①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
②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公務員の人で、児童手当を受
給する人
■問い合わせ先　こども家庭課家庭給付係（☎
40-7039）

不明な点は
問い合わせを

子育て世帯への臨時特別給付金
～離婚等で養育者になった人への支給～

弘前総合医療
センター（仮称）医療センター前

バス停（仮設）

弘南鉄道
大鰐線

路線バスの変更など

方面 経路の変更内容

岩木・城西
西目屋・相馬
桜ケ丘・久渡寺
浜の町

本町～中央弘前駅前～医療セン
ターを経由（山道町樋の口町線
と住吉町山道町線を通過）
※弘南鉄道大鰐線の利用者は中
央弘前駅前からバスで来院可能。

宮園
千年・安原・門外
城南

乗り継ぎなしで弘前大学前また
は医療センター前を経由

板柳
鯵ヶ沢
黒石

「聖愛高校行き」が乗り継ぎなし
で弘前大学前を経由

弘前駅⇔病院間は
区間特別運賃 100 円
　弘前駅で弘前総合医療センター
へ向かう路線バスに乗り継ぐ場合、
通常 170 円の運賃が区間特別運賃
100 円になります。市内各方面の
路線バスや、JR・弘南鉄道からの
乗り継ぎに便利です。
▼対象区間　弘前駅⇔弘前大学前
※患者本人と付き添いの人１人が対象／
路線バスの運転手に診察券（弘前総合医療
センター〈仮称〉・国立病院機構弘前病院・
市立病院〈令和５年３月31日まで有効〉
のいずれか）の提示が必要。

市内各方面⇔病院間を
乗り継ぎなしで運行
　午前中の診療時間に合わせて、市
内各方面から弘前総合医療センター
（仮称）の最寄りバス停まで乗り継ぎ
なしで運行する経路を新設します。
※路線名や運行ダイヤは、広報ひろさき
４月15日号でお知らせするほか、弘前駅、
弘前バスターミナル、医療センターなど
で案内します。

弘前れんが倉庫美術館

住吉町山道町線

弘前昇天教会

バス停
（住吉入口）

駅前広場
・小型バス乗入可
・一般車乗降場
・タクシー待機場所
・駐輪場

山道町樋の口町線

中央弘前駅

まちなか情報
センター

■ 問い合わせ先　
　地域交通課（☎35-1124）

区間特別運賃
適用区間

（100 円）

４月１日から

特集／４月から運営開始 新中核病院

中央弘前駅周辺の
整備について

（３月末供用開始予定）

　まちなかの交通の円滑
化と歩行者の安全確保の
ために整備を進めてきた
山道町樋の口町線、住吉
町山道町線の２路線と、
駅前広場を３月末から供
用開始する予定です。中
央弘前駅周辺のアクセス
がより便利になります。
■問い合わせ先　都市計
画課（☎40-0735）
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現役並み所得者※４に該当するか

世帯内 75 歳以上の人※１のうち
課税所得※２が 28 万円以上の人がいるか

世帯に 75 歳以上の人※１が
２人以上いるか

「年金収入※３＋その他
の 合 計 所 得 額※ ５」 が

200 万円以上か

「年金収入※３＋その他
の合計所得額※５」の合
計が 320 万円以上か

該当する

いない

いる

１人だけ

200 万円
未満

200 万円
以上

320 万円
以上

320 万円
未満

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例：１カ月の医療費全体額が５万円の場合

２人以上

該当しない

　令和４年10月１日から、被保険者のうち一定
以上の所得がある人は、現役並み所得者※４（窓
口負担割合３割）を除き、医療費の窓口負担割合
が２割になります。医療費の負担割合が１割から
２割に変更となる人は、後期高齢者医療の被保険
者全体のうち約20％の人です。

　令和４年 10月１日の施行後３年間は、１カ月
の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担
増加額を 3,000 円までに抑えます（入院の医療
費は対象外）。配慮措置の適用で払い戻しとなる
人は、高額療養費として、事前に登録されている
高額療養費の口座へ後日払い戻します。
■問い合わせ先　青森県後期高齢者医療広域連合
（☎ 017-721-3821）／国保年金課後期高齢者
医療係（☎40-7046）

　対象となるかどうかは、令和３年中の 75 歳
以上の人※１の課税所得※２や年金収入※３をもとに、
令和４年７月頃から世帯単位で判定します。
　判定後の令和４年９月頃に被保険者証を送りま
す。判定の流れは、下図を参照してください。
※住民税非課税世帯の人は基本的に１割負担。

被保険者のうち一定以上の所得がある人は
医療費の窓口負担割合が変わります

負担を抑える配慮措置があります

後期高齢者医療制度のお知らせ

世帯全員が

３割
世帯全員が

１割
世帯全員が

２割２割１割
世帯全員が

１割

※1…後期高齢者医療の被保険者は75歳以上の人（65～74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む）
※ 2…住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除〈基礎控除や社会
保険料控除等〉などを差し引いた後の金額）
※ 3…「年金収入」には遺族年金や障害年金は含まない
※ 4…課税所得 145 万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割の人
※ 5…事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額

窓口負担額
①窓口負担割合１割のとき 5,000 円
②窓口負担割合２割のとき 10,000 円
③負担増（②ー①） 5,000 円
④窓口負担増の上限 3,000 円
払い戻し等（③ー④） 2,000 円

あなたの力を
市政のために

専任面接員専任面接員
　生活保護に関する相談と面接業務に従事する職
員を募集します。
▼募集人員　１人
▼雇用期間　４月１日～令和５年３月 31日（更
新の可能性あり）
▼勤務時間　午前８時30分～午後５時のうち実
働６時間（週30時間）
▼勤務場所　市役所生活福祉課（上白銀町）
▼休日　土・日曜日、祝日、年末年始
▼応募資格　次の①か②のいずれかに該当する人
①社会福祉主事の任用資格を有し、社会福祉行政
か社会福祉施設等での相談業務の実務経験が３年
以上ある人
②社会福祉士か精神保健福祉士の有資格者で、相
談業務の実務経験が１年以上ある人
▼申し込み方法　市販の履歴書に必要事項を記入
の上、３月 11日（金・必着）までに、郵送か持
参で生活福祉課（市役所１階、〒 036-8551、
上白銀町１の１）へ申し込みを。
※募集要項など、詳しくは市ホームページを確認
するかお問い合わせください。
■問い合わせ・申込先　生活福祉課（☎35-11
11、内線 519番）

選挙事務員選挙事務員
　期日前投票所の設営や選挙事務に従事する職員
を募集します。
▼募集人員　10人程度
▼雇用期間　４月１日～９日（更新なし）
▼勤務時間　午前８時15分～午後４時45分
※時間外勤務、休日勤務あり。

▼勤務場所　市役所１階ロビー（上白銀町）
▼申し込み方法　登録申込書に必要事項を記入
し、３月 18日（金・必着）までに、郵送か持参
で選挙管理委員会事務局（市役所６階、〒 036-
8551、上白銀町１の１）へ申し込みを。
※登録申込書は選挙管理委員会事務局で配布して
いるほか、市ホームページにも掲載しています。
■問い合わせ・申込先　選挙管理委員会事務局（☎
35-1129）

勤労青少年ホーム管理業務員勤労青少年ホーム管理業務員
　勤労青少年ホームの受付、管理業務等に従事す
る職員を募集します。
▼募集人員　１人
▼雇用期間　４月１日～令和５年３月 31日（更
新なし）
▼勤務時間　①午前９時30分～午後４時15分、
②午前９時 30分～午後５時、③午後２時 15分
～９時、④午後３時～９時（週 30時間のシフト
勤務）
▼休日　月曜日、その他週１日（シフトで決定）、
祝日、年末年始
▼勤務場所　勤労青少年ホーム（五十石町）
▼申し込み方法　市販の履歴書に必要事項を記入
の上、３月７日（月・必着）までに、郵送か持参
で商工労政課雇用支援係（市役所５階、〒 036-
8551、上白銀町１の１）へ申し込みを。
※募集要項は商工労政課で配布しているほか、市
ホームページにも掲載しています。申し込む前に
必ず確認を。
■問い合わせ先　雇用条件について…人事課人事
研修係（☎ 35-1119）／業務内容について…商
工労政課雇用支援係（☎35-1135）

会計年度任用職員募集

　４月３日が告示日、４月10日が投開票日です。市政
を決める大事な選挙です。新型コロナウイルス感染症の
対策を徹底して、投票しましょう。
※選挙の詳細は広報ひろさき３月15日号に掲載します。
■問い合わせ先　選挙管理委員会事務局（☎ 35-
1129）

の投票日
弘前市長選挙・
弘前市議会議員補欠選挙４月10日（日）は
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手続きは
混み合う
前に 引っ越しに伴う

手続きはお早めに手続きはお早めに

【住所を異動するとき】
　年金受給中の人は手
続きが必要な場合があ
ります。詳しくは問い
合わせを。

■問い合わせ先　国保
年金課（市役所１階、☎ 40-7048）／岩木
総合支所民生課（☎ 82-1628）／相馬総合
支所民生課（☎84-2113）

【住所を異動するとき】
　児童手当や子ども医療費を
受給する場合、ひとり親家庭
への支援や保育所等を利用す
る場合などには手続きが必要
ですので、お問い合わせくだ
さい。同居者が変わる場合に
も手続きが必要となることが
あります。

■問い合わせ先　こども家庭
課（市役所１階、手当・医療
費について…☎ 40-7039、
保育所等の利用について…☎
35-1131）
※岩木総合支所民生課・相馬
総合支所民生課・各出張所で
手続きできる制度もありま
す。

引っ越しに伴う手続きはお早めに

【住所を異動するとき】
　要介護・要支援認
定を受けている人や
認定申請中の人は、
手続きが必要な場合
があります。詳しく
は問い合わせを。

■問い合わせ先　介護福祉課（市役所１階、
☎40-7050）

【市内で転居したとき】
　被保険者証などを持参し、届
け出を。
【転出するとき】
　被保険者証などの返却を。ま
た、市外の学校に入学する場合
は、在学証明書または学生証の

写しの持参を。
■問い合わせ・届け出先　国
保年金課（市役所１階、☎
40-7045）／岩木総合支所
民生課（☎ 82-1628）／相
馬総合支所民生課（☎ 84-
2113）

　市立小・中学校は、住んでい
る地域ごとに教育委員会が定め
た学区があり、その学区によっ
て指定された学校に通学するこ
とになります。市内の転居でも

転校しなければならない場合
がありますので、詳しくは問
い合わせを。
■問い合わせ先　学務健康課
（岩木庁舎内、☎82-1643）

【転出するとき】
　被保険者証や限度額適用・標
準負担額減額認定証、特定疾病
療養受療証を持参し、届け出を。
【転入したとき】
　県外からの場合は、前の住所
地からの負担区分等証明書を持

参し、届け出を。
■問い合わせ・届け出先　国
保年金課（市役所１階、☎
40-7046）／岩木総合支所
民生課（☎ 82-1628）／相
馬総合支所民生課（☎ 84-
2113）

小・中学校の転校

国民健康保険

後期高齢者医療制度

国民年金 介護保険

子育て支援制度

取　扱　業　務 担当課
①住民異動届（転出・転入・転居など）の受け付け
②住民票の写し、戸籍証明書（謄抄本）、身分証明書、各種税証明書の発行
③印鑑登録、印鑑証明書の発行

【注意事項】
窓口に来た人のマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証など、本人確認
書類が必要です。なお、代理人が申請する場合は委任状も必要です／印鑑登録
は、本人が直接申請し、本人確認が得られた場合のみ即日カード交付が可能です。
また、印鑑証明書の発行には、印鑑登録証（カード）が必要です／住民票・印
鑑登録証明書予約サービスや郵送で受け取りが可能な証明書（転出証明書など）
がありますので、詳しくは市ホームページで確認を／ごみ分別収集日程表・分
け方出し方のチラシも配布しています。

市民課
（１階、☎ 35-1113）

国民健康保険の資格取得・喪失に関する手続き 国保年金課
（１階、☎ 40-7045）

①児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当に関する手続き
②子ども医療費・ひとり親家庭等医療費の給付資格に関する手続き
③保育所・認定こども園等に関する手続き

こども家庭課
（１階、①②☎ 40-

7039、③☎ 35-1131）
水道や下水道等の使用開始 ･ 廃止手続きは、上下水道部お客さまセンター（☎ 55-6868）で受け付けます。
受け付けは平日です（電話＝午前８時 30 分～午後６時／窓口〈岩木庁舎・市役所本庁舎〉＝午前８時 30
分～午後５時／市ホームページでは常時受け付けます）。
※ 3 月 19 日（土）・21 日（月・祝）・26 日（土）、４月２日（土）は電話でのみ受け付けます（午前 8
時 30 分～午後 5 時）。

年度末・年度初めの土日受け付けおよび平日の窓口受付時間の延長

バーカードか住基カードを持
参してください。
【市内で転居した→転居届】　
　転居した日から（引っ越し
後）14日以内に届け出を。
※届け出には窓口に来た人の
マイナンバーカードや運転免
許証、健康保険証など、本人
確認書類が必要です。また、
代理人（同居の親族を除く）
が届け出をする場合は、委任
状も必要です。

【マイナンバーカードの持参を】
　転入や市内で転居する時
は、「マイナンバーカード」
に記載されている住所を新し
く記載します。届け出の際は
必ず持参してください。
■問い合わせ・届け出先　市
民課（市役所１階、☎ 35-
1113）／岩木総合支所民生課
（☎ 82-1628）／相馬総合
支所民生課（☎ 84-2113）
／各出張所

住民異動届

　手続きに伴う混雑を軽減するため、土・日曜日
に窓口業務を行います。また、平日の受付時間を
延長しますので、ぜひご利用ください。
▼土日開庁実施日時　３月 26 日（土）・27 日
（日）、４月 2日（土）・3日（日）の午前８時

30分～午後５時
▼窓口延長実施日時　３月 28日（月）～４月 1
日（金）の午後５時～７時
▼ところ　市役所本庁舎（上白銀町）
▼取扱業務　下表参照

【転出する→転出届】
　転出する前の 14日以内に
届け出を。新しい住所地への
転入に必要な転出証明書を受
け取るか、マイナンバーカー
ドか住基カードへの特例転出
の処理を受けてください。
【転入した→転入届】
　転入した日から 14日以内
に届け出を。前の住所地で受
け取った転出証明書か、特例
転出の処理済みのマイナン
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環境ニュース

ごみの出し方の
ポイント

まだ使える家具や家電、
衣類はリユースへ
リユースショップ、フリマアプ
リ、ジモティー、衣類回収ボッ
クス、ひろさきリユース促進
掲示板などをご利用ください。

かん、ペットボトル、古紙
類などは資源物回収へ

携帯電話などは小型家電
回収ボックスへ

出し忘れに注意！
燃やせないごみ・大型ごみ

ごみはごみ処理施設に
直接持ち込みできる
収集日に出せない場合や大量
に出る場合は、弘前地区環境
整備センター（町田字筒井）
か南部清掃工場（小金崎字川
原田）に持ち込みできます。詳
しくは市ホームページ「市で収
集しないごみ」で確認を。

家電リサイクル法の対象
品目は収集に出せない
家電リサイクル法対象品目（テ
レビ、エアコン、洗濯機、冷
蔵庫）は市では回収せず、ご
み処理施設にも持ち込みでき
ません。詳しくは市ホームペー
ジ「家電リサイクル法対象品
目」で確認を。

困ったらごみ分別ガイド
ブックを開いてみよう！

ごみ収集アプリで
全部解決！
ごみ分類検索や通知機能など
便利な機能が満載！QRコー
ドからダウンロードを。

資源物の回収拠点マップ、収集日程表、ごみ分別ガイドブックは
市ホームページでダウンロードできるほか、市役所や各公共施設でも配布しています。

市ホームページ「ごみ・リサイクル」
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/gomi/

（トップページ ▲▲ くらし ▲▲ ごみ・リサイクル）

燃やせないご
み、大型ごみ
の収集は月１
回なので出し
忘れに注意！
収集日程表で
確認を。

リユースとリサイクルで
“いだわしい”をもう一度

　　（もったいない）

分別に
迷ったら
コレ！

携帯電話やゲーム機、ドライ
ヤーなどの小型家電は、小型
家電回収ボックスへ。回収ボッ
クスの場所は、「資源物の回収
拠点マッ
プ」で確
認を。

かんやペットボトル、古紙類（新
聞、雑誌・雑がみ、ダンボール）
などは資源物回収へ。お近く
の回収場所は、「資源物の回収
拠点マッ
プ」で確
認を。

■問い合わせ先
　環境課（☎ 32-1969）

※これらのほか、電気やガス、電話、ＮＨＫ放送受信料、新聞などの連絡、ペットの住所変更もお忘れなく。
郵便局に新しい住所を届けると、１年間は前の住所宛ての郵便を転送してくれます。

　市では、引っ越しなどで大
量に出るごみの収集はしてい
ません。一度に処分するとき

は、次の施設に持ち込みする
（有料）か、許可業者に依頼（有
料）してください。詳しくは
お問い合わせください。
【燃やせるごみ】　弘前地区環
境整備センター（町田字筒井）、
休業日＝第１・第３日曜日／
南部清掃工場（小金崎字川原
田）、休業日＝第２・第４日曜
日
【燃やせないごみ・大型ごみ・
容器包装】　弘前地区環境整備

センター
※家電リサイクル法対象品目
（テレビ、エアコン、洗濯機・
衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫）
やタイヤなどの自動車部品、
消火器など、市のごみ収集お
よび施設での受け入れを行っ
ていないごみがあります。
■問い合わせ先　環境課（☎
35-1130）／弘前地区環境整
備センター（☎36-3883）／
南部清掃工場（☎92-2105）

引っ越しに伴う手続きはお早めに

ごみ

　障害者手帳を持っている人
や障害福祉制度を利用してい
る人は、新しい住所地で住所

変更や届出内容の変更が必要
な場合があります。
■問い合わせ先　障がい福祉課
（市役所１階、☎40-7036）

要）。
○普通自動車税（種別割）…
運輸支局に住所の変更手続き
がすぐにできない場合は、ま
ず中南地域県民局県税部納税
管理課（蔵主町、弘前合同庁
舎内、☎32-4341）に連絡を。
納税通知書を新しい住所地に
送付します。
※県ホームペー
ジ（QRコード）
からも自動車税
種別割の住所変
更ができます。

　所有者の住所や名義が変
わった場合または団体（法人）
の代表者に異動があった場合
は届け出が必要です。
▽届け出先　① 125cc 以下の
原動機付自転車、小型特殊自
動車など…市民税課（市役所

２階、☎ 35-1117）／岩木総
合支所民生課（☎82-1628）／
相馬総合支所民生課（☎ 84-
2113）／②軽四輪自動車…軽
自動車検査協会（青森市浜田字
豊田、☎ 050-3816-1831）
／③ 250cc 以下の軽二輪、
250cc を超える二輪の小型自
動車、普通自動車…青森運輸
支局（青森市浜田字豊田、☎
青森017-739-1501）
※②・③は、弘前自動車協会（神
田４丁目、☎32-7237）でも
手続きできます（手数料が必

引っ越し
シーズン
到 来！！

障がい

自動車・バイクの異動

水道
　水道や井戸水等の使用を開
始または中止・廃止するとき
は、希望日の原則３営業日前
までにご連絡ください。中止・
廃止の際は、水道使用量のお
知らせや領収書に記載されて
いる「お客様コード」をお知
らせください。
▽連絡先　上下水道部お客さ

まセンター（☎
55-6868）
※市ホームペー
ジやスマート
フォン、携帯電
話からも申し込みできます。
右記のQRコードを読み込み、
画面の指示に従って申し込み
をしてください。

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

ペットボトル

雑誌・雑がみ

か　　　ん

び　　　ん

び　　　ん

ペットボトル

雑誌・雑がみ

か　　　ん

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み
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か　　　ん

び　　　ん

び　　　ん
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か　　　ん
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ご　　み
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ご　　み

燃やせる
ご　　み
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か　　　ん

び　　　ん

び　　　ん
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か　　　ん
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ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

大 型 ご み

紙 パ ッ ク

ダンボール

新　　　聞

大 型 ご み

燃やせない
ご　　　み

ペットボトル

雑誌・雑がみ

か　　　ん

び　　　ん

び　　　ん

ペットボトル

雑誌・雑がみ

か　　　ん

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

紙 パ ッ ク

ダンボール

新　　　聞

大 型 ご み

燃やせない
ご　　　み

紙 パ ッ ク

ダンボール

新　　　聞

大 型 ご み

燃やせない
ご　　　み

紙 パ ッ ク

ダンボール

新　　　聞

大 型 ご み

燃やせない
ご　　　み

ペットボトル

雑誌・雑がみ

か　　　ん

び　　　ん

び　　　ん

ペットボトル

雑誌・雑がみ

か　　　ん

燃やせる
ご　　み
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ご　　み
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ご　　み
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ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

紙 パ ッ ク

ダンボール

新　　　聞

大 型 ご み

燃やせない
ご　　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

燃やせる
ご　　み

紙 パ ッ ク

ダンボール

新　　　聞

燃やせない
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ペットボトル

雑誌・雑がみ
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び　　　ん
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ご　　み

燃やせる
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○ごみは収集日の当日朝８時30分までに出してください。
○容器包装は品目ごとに無色透明または半透明の袋に入れて出してください。
○事業から生じたごみは市では収集しません。
○ごみの不法投棄は法律で禁じられています。絶対にやめましょう。

収集場所は、協力して
清掃しましょう

（この用紙は再生紙を使用しています）
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No.1弘前市分別収集日程表弘前市分別収集日程表弘前市分別収集日程表弘前市分別収集日程表令和４年度

令和４年10月～
令和５年３月は
裏面です

令和４年10月～
令和５年３月は
裏面です

弘前市　市民生活部　環境課
●お問い合わせ先（平日 8：30～17：00）

TEL（0172）35－1130 （0172）32－1952または

草・枝は乾かして
からごみに出しま
しょう。

困ったら
ごみ分別
ガイドブックを
開いてみよう！
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弘前ぐらし市民ライターとは　

　市の魅力を伝えよう！という思いから、弘前のローカルな
情報を自らの視点と感性で取材して、発信を行っているのが
「弘前ぐらし市民ライター」です。市に「住んでみたい」、「住
み続けたい」と思ってもらえるよう、自分の言葉で表現し弘
前から世界へ情報を発信しています。

　今回は、３人の市民ライターが取材・編集を行った「弘前老舗アイス店散策」の記事を
紹介します。市民ライター全員の紹介と発信している記事は、弘前市移住ポータルサイト
「弘前ぐらし」（QRコード）に掲載していますので、ぜひ一度ご覧ください。

　夏になると弘前公園近くに行商アイスが営業したり、ちょっとした手土産に棒アイスをプレゼントし
たりするなど、アイスを食べる頻度が割と高い弘前市民。実は「割と」どころか全国でも珍しいアイス
の街だったのです。

　岩木橋たもとに店を構える小山内冷菓店のアイス
キャンディーは、「食べた後にのどが渇かない」爽
快な後味が特徴。市販のアイスとはひと味違うさっ
ぱり感が楽しめます。最近では箱買いする人も多く、
差し入れに人気だそう。それでも「子どもが大将」
と言い切る店主は、1 本 80 円～というリーズナブル
な価格でこだわりの味を守り続けています。

　「悪戸（あくど）」はアイスの代名詞。地名を聞いた
だけで、弘前市民ならアイスを食べに行きたくなって
しまうのが相馬アイスクリーム商店。作り立ての味を
大切に、夏になれば駐車場から車があふれるほどの人
気ぶり。棒が斜めのアイスキャンディーはミルク、抹
茶味やあずき入りなど、どれも大人気。コアなファン
はコーヒーや練乳、サイダーをかけて食べるそう。

小山内冷菓店小山内冷菓店（駒越字村元、☎ 32-3856、営業期間…通年〈冬季は不定休〉）

相馬アイスクリーム商店相馬アイスクリーム商店（悪戸字鳴瀬、☎ 32-6816、営業期間…４月 10 日頃～ 10 月５日頃）

作りたての新鮮なアイスを召し上がれ

鈴木志穂さん 葛西麻衣子さん

弘前で最古参！70年変わらぬ味を80円で
　弘前のアイス文化は全国でも珍しく、長崎の「ち
りんちりんアイス」と並び地域に根付いています。
昭和 30 年代ごろの行商
アイスは小山内冷菓店が
拠点で、アイスを県外ま
で運んで売り歩くことも
ありました。遠くは新潟
にまで出店していた売り
子もいましたね。
　当時はまだ、今のよう
にコンビニや市販のアイスがあったわけではない
ので、引き合いが多くあり、仕事として成立して
いたといえるでしょう。
　現在では、秋田の「ババヘラアイス」が有名で

３人の市民ライターが取材・編集を行いました

　弘前のアイス文化の他にも、市民ライターがつ
づる記事を通して、私たちの地域文化の魅力を再
発見できるきっかけになるかもしれませんね。
■問い合わせ先　企画課（☎40-7121）

※それぞれのアイス店の詳しい記事は、弘前市移住ポータルサイト「弘前ぐらし」をご覧ください。

▲当時の弘前公園

堀口成さん

すが、実は弘前の行商
アイスが先で、秋田の
行商アイスは昭和 40
年代に入ってから始ま
り、今に至っています。
　なぜ弘前に行商アイ
スが根付いたのか。
　諸説あるとは思いま
すが、ヨミヤ（宵宮）が盛んであり、弘前ねぷた
まつりや弘前さくらまつりといった祭り文化が
あったからではないかと考えています。時代と共
にその数はだいぶ少なくなったかもしれません
が、弘前の風物詩、ひとつの文化として残してい
ければいいですね。

▲リヤカーで育った秋元さん
（写真中央）

　もとは冷凍庫を貸すだけの倉庫業でしたが、弘前
公園近くという立地条件の良さから、屋台アイスの
売り子から要望がありアイス製造を開始。弘前公園
の風物詩、青いリヤカーで販売する行商スタイルに
こだわり、炎天下で販売しても溶けにくいように少
し硬めに製造。自慢のリンゴシャーベットは市民だ
けでなく観光客にも愛され続けています。

藤田アイス店藤田アイス店（紺屋町、☎ 34-5727、営業期間…通年）

弘前のアイス文化を守りたい
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１時 30 分から、③午後３時
40分から
▼ところ　弘前中三（土手町）
８階スペースアストロ
▼上映作品　①『オーバー・フ
ェンス』、②『草の響き』、③シ
ネマトーク（ゲスト…菅原和博
さん〈函館市民映画館シネマア
イリス代表〉）
▼観覧料　一般＝ 1,200 円、
学生＝ 500 円、一般２枚セッ
ト券＝2,000円
※各作品 50枚限定販売、③シ
ネマトークは①か②のチケット
で入場可能。当日券は席に余裕
があった場合のみ販売。
▼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。

　弘前の地域
資源を活用し
てさまざまな
起業プロジェ
クトを実施す
る「ひろさき
ローカルベンチャー育成事業」。
起業プロジェクトに取り組む
Next Commons Lab 弘前の
メンバー（地域おこし協力隊）
が、活動報告会を開催します。
各メンバーが開発した商品やサ
ービスなども紹介します。
▼とき　3月 12日（土）
　　　　午後2時～５時
▼ところ　HIROSAKI ORAN
DO（ヒロサキオランド／百石町）
▼定員　50人程度

NCL 弘前感謝祭！
～ Thanksgiving Day ～

 イベント

　津軽地方を
中心に活躍す
るさまざまな
ジャンルの作
家が一堂に会し、技術を凝らし
た作品を展示・販売します。
▼とき　【Part1】3月2日（水）
～6日（日）の午前10時～午
後4時／【Part2】3月9日（水）
～ 13日（日）の午前 10時～
午後 4時
▼ところ　藤田記念庭園クラフ
ト&和カフェ匠館（考古館）2
階ギャラリースペース
▼入場料　無料
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

2022 津軽クラフト
ものづくり作家展

▼とき　４月上旬までの午前9
時～午後5時
▼ところ　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）、
高台部
※冬期間は高台部エリアのみ見
学可。
▼入園料　無料
※会議室は有料。詳しくはお問
い合わせください。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

◎おたのしみおはなし会
▼とき　３月５日
（土）・19 日（土）
の 午 前 11 時 ～
11 時 30 分 ／ ３
月 12日（土）・26日（土）の
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
▼内容　『学校・友だち』をテ
ーマに絵本の読み聞かせ、紙芝
居、昔話、なぞなぞなど
▼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）

　函館に生まれ
育ち、若くして
亡くなった作家・
佐藤泰志の小説
を原作とする映
画２本を上映します。
▼とき　３月 12日（土）の①
午前 10時 30 分から、②午後

藤田記念庭園の冬季開園

弘前図書館３月の催し

harappa 映画館
「函館発　佐藤泰志映画祭２」

 

▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要／入退
場自由。
■■問問 HIROSAKI ORANDO（☎
40-3950）

【はぎれで作るミニタペストリ
ーづくり体験】
▼とき　３月 12
日（ 土 ）・13 日
（日）の午前９時
30分～正午
▼講師　工房「咲里（サリ）」
▼体験料　1,350 円（材料費
込み、飲み物付き）
※裁縫道具の持参を。

【tsugarutisan（ツガルチザ
ン）～四人の職人展～】
▼とき　３月 19 日（土）～
21日（月・祝）の午前９時～
午後４時
▼出展者と内容　①NATSUKO 
MIYAKOSHI…こぎん刺し模
様のランプ・制作キット、つま
み細工アクセサリー／②さきお
りCHICKA…裂織小物／③天

鳴海要記念陶房館の催し

野琴音さん…漆の器とアクセサ
リー／④ ripples（リップルズ）
…ガラスアクセサリー・小物
▼観覧料　無料

【電動ロクロ体験】
▼とき　３月 18 日（金）～
20 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）

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　３月 13日（日）・27
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）
▼内容　岩木かちゃらず会によ
る体験指導・販売
▼体験料　250 円～（コース
ター他）
■■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）

●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。

緑の相談所 ３月の
催し

【講習会】
●春の庭木のせん定
５日（土）、午後1時30分～
3時30分
●春の庭木の病害虫防除
12日（土）、午後1時30分
～3時30分
●シンビジウムの植替え
19日（土）、午後1時30分
～3時30分
▼定員　各20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。

【展示会】
●桜の花展
11日（金）～21日（月・祝）
～共通事項～
▼ところ　緑の相談所
▼参加料　無料

【相談業務の休み】
７日（月）・14日（月）・22
日（火）・28日（月）
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、午前９時～午
後５時）

　市内の高校生が自分たちの視点で地域の課題を
学び、まちづくり活動に取り組んできました。１
年間の学びを地域の皆さんに共有する発表会を開
催します。
▼とき　3月 12日（土）
　　　　午前10時～午後 0時 30分（出入自由）
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　3月 11日（金）
までに、電話または申し込みフォー
ム（QRコード）から氏名・連絡先
をお知らせください。
■■問問 企 画 課（ ☎ 26-6349、 ■■ＥＥ kikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

S TT E PP
成 果 発 表 会成 果 発 表 会

　STEP（ステップ）は、市が実施する、市
内の高校生を対象とした「まちづくりクラブ」
です。コラーニングスペース HLS 弘前（土手
町）を拠点に、学校の枠を超え、仲間と協力
しながら地域を知り、学び、地域の人や活動
に関わることで、自分たちが楽しく暮らしや
すい地域をつくるための活動を行っています。
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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

を使用しての紹介をします。そ
の他、シードルの原料に使って
いるりんごの紹介やシードル工
房 kimori の見学などを予定。
②講演（20日のみ）…テーマ
=「弘前シードルの魅力～シー
ドルの新しい歴史はここから始
まった～」、講師＝高橋哲史さ
ん（百姓堂本舗代表取締役）、
定員＝ 30人、事前の申し込み
が必要
▼参加料　無料
▼申し込み方法（②のみ）　3
月 19 日（土）までに、住所・
氏名・連絡先（電話番号、Eメ
ールアドレス）を記入し Eメ
ールかファクスで申し込みを。
■■問問 A プロジェクト（■■ＦＦ 32-
1167、 ■■ＥＥ 19580101fuji@
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。

①絵本と絵画の鑑賞会＋ワーク
ショップ・版画ワークショップ
　アクリル絵の具を使ったモノ
タイプの版画、紙版画、ドライ

poco a poco
アートのたまご

ポイントなど、
いろいろな版
画に挑戦する
ワークショッ
プです。できあがった作品は、
４月に予定している作品展に展
示できます。
▼とき　3月 19 日（土）・20
日（日）・21 日（月・祝）の
❶午前 9 時 30 分～午後 0 時
30分、❷午後2時～ 5時
※希望する日時を選択。
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部4階美術制作室
▼対象　19日は幼稚園・保育
園児～小学生／ 20 日・21 日
は小・中学生
▼定員　各回 15人程度（先着
順）
▼参加料　500円
▼申し込み方法　3
月 5 日（土）の正
午から、申し込み
フォーム（QRコー
ド）で申し込みを。
②赤ちゃんも！音楽ファンも！
みんなのコンサート第 7 回
　ピアノ独奏によるコンサート
です。ラモーからピアソラまで、
ピアノのために書かれた古今東

西の舞曲でつづります。
▼とき　3月 21日（月・祝）、
午前 10 時 30 分～ 11 時 15
分（開場は午前
10時）
▼ところ　ヒロ
ロ（駅前町）4
階市民文化交流
館ホール
▼出演　宮本香織さん（ピア
ノ）、朝山奈津子さん（司会）
▼定員　50人程度
▼参加料　18歳以上 500円
▼申し込み方法　
QRコードまたはE
メール、電話で申
し込みを。
▼ そ の 他　客席はマット席
（120㎝四方）と椅子席あり。
ベビーカーのまま入場可。演奏
中の入退場は自由。授乳室やオ
ムツ替えのできるお手洗いが会
場脇にあります。
■■問問アートワールドひろさき（①
出〈いで〉さん、☎ 39-3383
／②朝山さん、☎ 39-3381
／①・②共通■■ＥＥ artworld@
hirosaki-u.ac.jp）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１%システム採択事業。

▼ と き　3 月 12 日（土）～
27日（日）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）3
階コミュニケーションゾーン
▼内容　①展示
…「食育」に関
する盛りだくさ
んの情報を展示
／②食育クイズ
ラリー…展示物を読んでクイ
ズに解答するとおいしい参加
賞がもらえます！（参加賞は、
ヒロロ 3 階市民文化交流館受
付窓口で受け取り／無くなり
次第終了）
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154、午前８時 30 分～午後
9時）

▼とき　3月 13日（日）
　　　　午前10時～午後3時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース

PR 展示イベント
「食育フェスティバル in
ヒロロスクエア」

ヒロロマルシェ～ひろまる～

▼内容　ハンド
メイド雑貨やア
クセサリー等の
展示・販売、物
作りワークショ
ップ、お菓子等の販売
※事前の申し込みは不要。
　詳細はヒロロスクエアホーム
ページ（http://www.hiroro
square.jp）のイベントカレン
ダーで確認を。
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154、午前 8時 30分～午後
9時）

　災害時に
想定される
困難は一人
ひとり異な
ります。性的マイノリティの人
たちの困りごとやニーズについ
て理解を深めることで、災害時
でも誰もが安心して過ごせる環
境づくりについて考えてみませ
んか。
▼とき　3 月 15 日（火）、午
後6時～ 7時 30分

LGBT ×防災～東日本大震
災の経験から学ぶ

▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼講師　山下梓さん（弘前大学
男女共同参画推進室助教）
▼定員　45人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　3 月 11 日
（金）までに、電話またはEメ
ールで氏名・電話番号をお知ら
せください。
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.h irosaki .
lg.jp）

▼ と き　3 月 19 日（土）～
27 日（日）の午後 1時 30 分
～ 3時
※シードルの展
示は午前9時～
午後5時。
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）りんごの家1階
※ 20日（日）のみ、2階研修
室が会場。
▼内容　①弘前シードルの展示
や新たに作成したリーフレット

シードル企画展
「WA のりんご～弘前シード
ルの魅力を発信！」

　弘前に住む人の日常や、移
住してきた人ならではの気づ
きや発見など、「住んでみた
い」、「住み続けたい」と思え
る弘前の魅力を発信する「弘
前ぐらし市民ライター」が、
令和３年度の活動報告会を開
催します（２月 26日開催予
定から延期）。
　令和４年度の募集に関する
説明も予定しています。
▼定員　20人程度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料

　津軽塗技術保存会は、重要無形文化財津軽
塗の保持団体として、津軽塗技術の調査・研
究や伝承者育成などの事業を行っています。
　このたび、伝承者養成事業の研修生や当会
正会員が制作した、幕末から明治初期の津軽

塗の再現作品を展示する成果発表会を開催し
ます。
▼ところ　旧紺屋町消防屯所（紺屋町）
※駐車場はありませんので、公共交通機関を
利用してください。
▼内容　伝承者養成研修生の作品展示、正会
員による再現作品の展示、津軽塗に関する道
具や解説パネルなどの展示
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問津軽塗技術保存会事務局（文化財課内、☎
82-1642）

■■問問 3 月 24 日（木）までに、
電話またはＥメール（住所・
氏名・電話番号を記入）で企
画課人口減少対策担当（☎
40-7121、 ■■ＥＥ kikaku@
city.hirosaki.lg.jp） へ 申
し込みを。

市民ライター市民ライター
活動報告会活動報告会

３３月月2626日（土）日（土）
午後１時～３時午後１時～３時

ヒロロ（駅前町）ヒロロ（駅前町）
３階健康ホール３階健康ホール

と　き

と　こ　ろ
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ー）…午前の部＝午前 10 時
30分～正午／午後の部＝午後
１時～３時
▼対象　小学生
※各部終了時間の 15分前まで
に受付。
②教室型プログラム…❶チアダ
ンス…午前 10時から、対象＝
小学校１～３年生／❷新体操…
午前 11時 20 分から、対象＝
小学生／❸ラグビー…午後１時
から、対象＝小学生／❹ヒップ
ホップ…午後２時 20 分から、
対象＝小学生以上
▼所要時間　各回40分
▼定員　各回10人（先着順）
▼申し込み方法　
ＱＲコードを読み
取るか、市民文化
交流館窓口または
電話でお申し込みください。
　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（ヒロロ３階、
☎ 35-0154、午前 8時 30分
～午後 9時）

 教室・講座

【地域デビューガイダンス】
　これまでの職業・趣味等で培
った経験・知識・特技を生かし

アクティブシニア向け講座

て、講師や表現活
動を始めてみませ
んか。楽器演奏、
手工芸講師、ミニ
講話（文化・歴史・
観光等）などを始
めてみたいけど、
発表する場がない
人、未経験で実行に踏み切れな
い人に、小規模で気軽に活動で
きる「地域デビュー」の場を提
供します。説明を受けるだけで
なく、相談・登録手続ができる
ガイダンスです。ジャンルや内
容問わず、地域活動に興味があ
る人はご参加ください。
▼とき　3 月 12 日（土）、午
後1時 30分～ 2時 30分
▼申込期限　3月 11日（金）

【津軽カタリストによる声で楽
しむ物語　ドラマリーディング
公演】
　津軽ゆかりの文学作品をドラ
マリーディングに仕立てステー
ジ上演する声優劇団「津軽カタ
リスト」による、津軽弁を使っ
た朗読劇です。
▼とき　3月 19日（土）
　　　　午後2時～ 3時
▼上演作品　『浪岡モッコ奇
譚』、『失敗園』、『空とぶ権現さ
ま』ほか
※ 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）。

▼申込期限　3月 18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＝各
16人（先着順）
※50歳未満は要相談。
▼参加料　無料
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）

▼とき　３月 12日（土）・19
日（土）の午前10時～ 11時
▼ところ　三省地区交流センタ
ー（三世寺字鳴瀬）
▼内容　無理せず手軽にできる
初心者向けヨガ（体操）
▼講師　下山明子さん
▼定員　各日10人（先着順）
▼参加料　500円（保険料込み）
▼持ち物　ヨガマット（持って
いない人には貸し出しあり）、
タオル、動きやすい服装、飲み
物
■■問問３月 10日（木）までに、電
話または窓口で三省地区交流セ
ンター（☎ 95-3760、月曜日
は休み）へ申し込みを。

三省地区交流センター
「ヨガ教室」

◎冬の散策ガイド
　冬季閉園中の植
物園を、一足先に
観察しながら散策
しませんか。
▼とき　3 月 20 日（日）、午
前10時から（約1時間）
▼集合場所　植物園南案内所前
▼定員　10人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、防寒着、長
靴、手袋
■■問問 3 月 1 日（火）から、緑の
相談所（☎ 33-8737、午前９
時～午後５時）へ申し込みを。

　青森県外から弘前圏域市町村
（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）へ移住した人同
士が、自由に交流できるイベン
トです（２月 19日開催予定か
ら延期）。
▼とき　3月 20日（日）
　　　　午後2時～ 4時
▼ところ　HIROSAKI ORAN
DO（ヒロサキオランド／百石町）
▼対象　青森県外から弘前圏域
市町村への移住者＝20人程度

弘前城植物園の催し

ひろさき圏域移住者交流会
「ヨソモノカフェ～ヨソモノあ
るあるトークでつながろう～」

▼参加料　1,000 円（ドリン
ク＆おやつ代）
▼申し込み方法　
３月14日（月）ま
でに、QR コ ード
から申し込みを。
■■問問 HIROSAKI ORANDO（石
山さん、■■ＥＥ nclhirosaki@goo
glegroups.com）

　接着剤を使わず木材を組み合
わせて作る「組子」を体験でき
ます。

▼とき　３月 26 日（土）、午
前10時～ 11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　小学校 4年生以上＝
60人（先着順）
※保護者による観覧・体験（事
前の申し込みが必要）も可。
▼参加料　１人1,000円
▼申し込み方法　３月 12 日
（土）の午前 10 時から、学習
情報館窓口で申し込みを。
■■問問学習情報館（総合学習センタ

伝統技術を学ぼう！
津軽伝統組子作り体験！

ー内、☎26-4800）

◎月例登山『春の久渡寺山登山』
▼とき　３月 20日
（日）、午前 9時 30
分～午後2時 30分
▼ところ　こどもの
森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内）
▼対象　登山の経験があり、冬
山登山の装備で参加できる人
▼参加料　無料
▼持ち物　昼食、飲み物、タオ
ル、替えの下着・靴下、防寒着、
雨具
※事前の申し込みが必要。

【冬季開館日】
　毎週土・日曜日、祝日、小・
中学校の春休み期間。
■■問問こどもの森ビジターセンター
（☎ 88-3923）／市みどりの
協会（☎33-8733）

▼とき　３月27日（日）
▼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
▼参加料　無料
▼内容
①体験型プログラム（ボッチャ・
カヌー・サッカー・プラズマカ

こどもの森の催し

新年度から始めよう！スポー
ツレクリエーション体験祭
り！～新生活スポーツトライ～
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　ボッチャは、2026年に青森
県で開催される全国障がい者ス
ポーツ大会の正式競技です。ル
ールを詳しく知りたい、審判員
の資格を取りたいなどボッチャ
に関するさまざまな要望に 60
～ 90分程度の個別または少人
数指導で応えます。
▼とき　３月15日（火）
　　　　午前10時～午後4時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室およびイベント
スペース
▼参加料　無料
▼対象　市内および近隣市町村
在住の人（中学生以上）
▼申し込み方法　当日会場で受
付。同じ時間帯に集中すると待
ち時間が生じる場合があります
ので、事前に電話でお問い合わ
せください。
■■問問青森県ボッチャ協会（櫛引さ
ん、☎080-1851-3741）

ひろさきボッチャ倶楽部
講習会

　りんご栽培
講座を通じて、
生産技術や知
識の向上を目
指してみませんか。
▼とき　３月 16日（水）・17
日（木）、午前 10 時～正午、
午後１時30分～３時 30分
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）内園地およびりんご
の家２階研修室
▼内容
３月16日（水）
午前…りんごづくりの 12カ月
／午後…りんごの品種について
３月17日（木）
午前…りんごの病害虫防除につ
いて／午後…剪定（せんてい）・
接ぎ木について
※講座の一部はオンラインで実
施します（受講者はりんご公園
で聴講）。
▼講師　青森県産業技術センタ
ーりんご研究所、青森県りんご
協会
▼対象　弘前市および近隣のり
んご生産者等で、２日間受講で
きる人＝30人（先着順）
※事前の申し込みが必要。

令和３年度「りんご栽培講座」
▼受講料　無料
▼持ち物　筆記用具、防寒具
■■問問りんご公園（☎36-7439）

▼とき　６月１日（水）～ 11
月９日（水）の午前 10時～午
後４時30分
▼ところ　青森市はまなす会館
（青森市問屋町、駐車場無料）
▼対象　雇用保険受給者（ハロ
ーワークからの受講指示を受け
た人）＝40人
▼受講料　無料（テキスト代、
講習保険料等は自己負担）
■■問問５月 18日（水）までに、介
護労働安定センター青森支部
（☎017-777-4331、■■ＨＨ http
://www.kaigo-center.or.jp
/shibu/aomori/）へ申し込み
を。

  

 その他

　収納課では、平日の日中に納

介護労働講習（実務者研修を
含む）の受講者募集

夜間・休日納税相談の
ご利用を

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

弘

岩

こ

相

岩

岩

岩

相

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３月

※変更となる場合があります。

相

相

岩

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　３月 18 日
（金）・22日（火）～25日（金）
の午後５時～７時30分
▼休日納税相談　３月 20 日
（日）・27日（日）の午前９時
～午後４時
　納期限までに納
付できない事情が
ある人は、未納の
ままにせず、相談
においでください。
　今月の休日納税相談日は第
３・４日曜日です。この日は電
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）

　市では、建
築物の用途が
制限される市
街化調整区域
に、一戸建ての住宅に限り建築

要件緩和区域の変更

できる区域（要件緩和区域）を
指定しています。
　この度、都市計画法の改正に
より、災害リスクの高いエリア
が明確化されたことから、この
指定区域の見直しを行い、市ホ
ームページに区域図を掲載しま
した。
　区域の詳細や開発許可につい
ては、お問い合わせください。
■■問問都市計画課開発指導係（☎
40-0844）

　JR 弘前駅よ
り徒歩９分。ス
ーパー、コンビ
ニ、ドラッグス
トア、保育園、
小学校、各種医療機関が徒歩５
分以内に位置した、市が管理す
る利便性の良い賃貸住宅です。
▼所在地　代官町67の 1
▼物件概要　鉄筋コンクリート
造８階建
▼所得要件　１年間の所得額か
ら、同居親族１人につき 38万
円を控除した額の 12分の１の
額が、15 万 8,000 円を超え
48 万 7,000 円以下であるこ

弘前駅前北地区
都市再生住宅の入居者募集

と（世帯状況により別途控除が
あります）。
▼月額使用料　１LDK…5 万
800 円～ 5 万 8,900 円／２
LDK…5 万 9,600 円 ～ 7 万
1,300 円（所得額により異な
ります）
▼共益費　2,000円（月額）
▼敷金　使用料の３カ月分
▼設備　オール電化／システム
キッチン／各戸専用物置／エレ
ベーター
▼その他　駐車場は民間事業者
と別途契約。入居は令和９年９
月まで。持ち家がある場合や税
金の滞納がある場合は入居でき
ませんのでご注意ください。
　申し込み資格や必要書類な
ど、詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
■■問問都市計画課（☎ 34-3233、
■■ＥＥ tosh ike ikaku@ci ty.
hirosaki.lg.jp）

相

▼とき　３月17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　佐藤貴幸さん（弘前税
務署個人課税第一部門職員）
▼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

　令和４年度から巡回コースが
一部変更になります。
▼変更後の内容
①松原（コープ松原店駐車場）
…水曜日の午前 10時～ 10時
50分
②安原（マックスバリュ安原店
駐車場）…金曜日の午後１時
40分～２時 20分
▼変更後の初回巡回日
①松原…４月６日（水）
②安原…４月１日（金）
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

移動図書館車
「はとぶえ号」
巡回コース変更

ベテランズセミナー
テーマ『暮らしの税情報』

▼申し込み方法　３月 14 日
（月）までに、電話かファクス
またはＥメール（住所〈町名ま
で〉・氏名〈ふりがな〉・年齢・
電話番号を記入）で申し込みを。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）

　ベテランズセミナーは、おおむね 60 歳以上
の市民が対象の講座です。毎月第 2 または第 3
木曜日に、さまざまなテーマの講座を開催して
います。

相
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　ヒロロ３階総合行政窓口は、システム切り替
え作業に伴い、臨時休業します。ご不便をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
▼休業期間　３月５日（土）・６日（日）
　　　　　　午前８時30分～午後 5時
■■問問ヒロロ３階総合行政窓口（駅前町、☎ 31-
0260）
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　官民協働に
よる「市民便
利帳くらし弘
前 2022」 の
発行を、2022
年７月に予定
しています。
　本冊子は、
市が提供するさまざまなサービ
スなどを掲載するとともに企業
広告を掲載しており、株式会社
サイネックスと官民協働事業で
発行し、市内へ毎戸配布すると
ともに転入者世帯に配布を行い
ます。この事業に伴う広告主を
募集するため、株式会社サイネ
ックスの社員が事業所を訪問さ
せていただくことがありますの
で、ご協力をお願いします。
▼広告募集期間　３月・４月（予
定）
■■問問広聴広報課（☎ 35-1194）
／ 広告について…サイネック
ス（☎青森 017-775-3623、
■■ＦＦ 017-775-3627）

　第一包括わんわんパトロール
隊は、犬の散歩をしながら高齢
者の見守り活動を行う取り組み
です。犬の散歩中の活動のため

「市民便利帳くらし弘前
2022」の広告募集

４月から、第一包括わんわん
パトロール隊がスタート！

負担も少なく、老
若男女問わず参加
できる活動となっ
ています。参加者
は事前に、認知症
サポーター養成講
座を受講し、認知症に関する基
礎知識を習得したあと、実践研
修として声掛けのタイミングや
相談先を学びます。
　高齢者の SOSを見逃すこと
なく、早期に専門職につなげる
活動です。詳細はお問い合わせ
ください。
■■問問第一地域包括支援センター
（☎ 31-1203、日曜日・祝日
を除く午前９時～午後６時）

　弘前実業高
校、黒石高校の
生徒と事業者
が連携し開発
した「バズる」弘南鉄道応援商
品（３商品）が完成！いずれか
の商品と、弘南鉄道に関係する
ものを一緒に撮影し、SNSに
投稿した人の中から、抽選で８
人に景品をプレゼントします。
※弘南鉄道に関係するもの…弘
南鉄道の車内、車体、駅舎、線
路、グッズなど何でもＯＫ。
▼投稿期間　３月１日（火）～
18日（金）

高校生が開発！弘南鉄道応援
商品×弘南鉄道を撮影して投
稿しよう SNS キャンペーン

▼投稿方法　「＃弘南鉄道しか勝
たん」「＃（商品名）食べてみ
た」等をつけて、Instagram、
Twitter、Tiktok、YouTube
へ投稿
　詳しくは、中南
地域県民局地域連
携部ホームページ
（QRコード）をご
覧ください。
▼景品　どんどんずＴシャツ
（８人）
▼撮影時の注意事項
〇コロナ禍のため、駅舎内、車
内での飲食はお控えください。
〇車体、駅舎、線路等を背景に
撮影する際は、安全上、十分な
距離をとり、安全な場所で撮影
してください。線路内や踏切等
には立ち入らないでください。
■■問問中南地域県民局地域連携部地
域支援チーム（☎32-2407）

　県では、飲食店に
おける感染防止対策
の徹底を図り、誰も
が安心して飲食店を
利用することができ
るよう「あおもり飲食店感染防
止対策認証制度」を実施してお
り、飲食店事業者からの申請を
受け付けています。
　また、認証取得や、より適切
な感染防止対策のためにアクリ

あおもり飲食店感染防止
対策認証制度

ル板等の設備を購入した場合に
は、補助を受けることができま
す。
　認証の申請は、県ホームペー
ジ、郵送、ファクスのいずれか
でできます。詳細はホームペー
ジ（「あおもり飲食店認証制度」
で検索）をご覧ください。
■■問問あおもり飲食店感染防止対策
認証コールセンター（☎ 050-
5444-3599、 ■■ＨＨ https://
www.aomori-ninsho.com/）

　あおもり被
害者支援セン
ターは、犯罪・
交通事故によ
り被害を受けた人やその家族・
遺族に、電話・面接相談や直接
的支援などの支援を行う民間の
団体です。支援活動はボランテ
ィア（支援活動員）によって行
われています。現在、支援活動
員を募集しています。養成講座
は４月からおおむね１年間で、
毎月１回程度実施します。
　募集要項は、市民協働課（市
役所２階）窓口に設置している
ほか、ホームページ（http://
www.aomori-vs.com）から
もダウンロードできます。
▼応募期間　３月 31 日（木）
まで
■■問問あおもり被害者支援センター

被害者支援活動員
第 11 期生募集

（☎ 017-718-2085、平日の
午前10時～午後５時）

　さくらまつり期
間中、車いす利用
者の介助や車いす
の貸し出しを行う
ボランティアを募
集します。
▼活動日時　まつり期間中の午
前９時～午後４時で、午前の部・
午後の部・全日のいずれかを選
択
▼活動場所　弘前公園内
▼対象　大学生以上の市民
▼応募締切　４月６日（水）
▼打ち合わせ会　４月 16 日
（土）の午前９時 30 分から、
弘前市社会福祉センター（宮園
2丁目）２階大会議室
※新型コロナウイルス感染拡大
等で内容の変更や中止等がある
場合には、本会ホームページで
お知らせします。
■■問問弘前市社会福祉協議会・弘前
市ボランティアセンター（☎
33-2039、 ■■ＨＨ http://www.
hirosaki-shakyo.jp/）

【自動車税（種別割）の住所変
更届について】

車いす応援隊
ボランティア募集

自動車税（種別割）について
のお知らせ

　自動車税（種別割）の納税通
知書は、原則として自動車検査
証（車検証）に記載された住所
に送付しています。
　転居等で住所が変わった場合
は、運輸支局で住所の変更登録
手続きをしなければなりません
が、事情によりすぐに住所の変
更登録ができない場合は、中南
地域県民局県税部へご連絡くだ
さい。また、県ホームページ
（https://www.pref.aomori.
l g . j p / sosh ik i / soumu/
zeimu/top.html） からも届け
出することができます。「自動
車税種別割住所変更届」をご覧
ください。

【自動車税（種別割）の口座振
替について（６月納期分）】
　自動車税（種別割）の納付は、
便利で安全・確実な口座振替を
ご利用ください。
　令和 4年度の口座振替の申
込期限は４月28日（木）です。
申込用紙は、各取扱金融機関・
中南地域県民局県税部の窓口に
備え付けてありますので、お気
軽にお問い合わせください。
　なお、車検の継続検査時、運
輸支局では、データ上で自動車
税（種別割）の納税確認を行い
自動車税（種別割）納税証明書
の提示が不要であるため、口座
振替済の通知書（兼納税証明書）
は送付しません。
■■問問中南地域県民局県税部納税管
理課（☎32-4341）

ヒロロ総合行政窓口の臨時休業

開庁時間 : 午前8時30分～午後5時00分 （土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）

青森県弘前市大字上白銀町1-1

☎ 0172-35-1111（代表）
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【一般幹部候補生（大卒程度試
験・院卒者試験）】
▼受験資格　大卒…22歳以上
26歳未満の人、20歳以上 22
歳未満の人は大卒（見込み含
む）、修士課程修了者等（見込
み含む）は 28歳未満の人／院
卒…20 歳以上 28 歳未満で修
士課程修了者等（見込み含む）
▼試験日　第１回試験日…４月
23日（土）・24日（日）／第
２回試験日…６月25日（土）

【幹部候補生（歯科・薬剤科試
験）】

自衛官募集
▼受験資格　専門の大卒（見込
み含む）で、歯科は 20歳以上
30 歳未満、薬剤科は 20 歳以
上 28歳未満
▼試験日　第１回試験日…４月
23日（土）／第２回試験日…
６月25日（土）
～共通事項～
▼受付期間　第１回試験日受付
…４月 14日（木）まで／第２
回試験日受付…６月16日（木）
まで
※ただし飛行要員除く。

【一般曹候補生（男女）】
▼受験資格　18 歳以上 33 歳
未満
▼試験日　５月 20日（金）～

29日（日）のいずれ
か指定する１日
▼受付期間　５月10
日（火）まで

【予備自衛官補（一般・
技能）】
▼受験資格　一般…18歳以上
34 歳未満、技能…18 歳以上
55歳未満の国家免許保有者
▼試験日　４月 11日（月）～
17日（日）のいずれか指定す
る１日
▼受付期間　４月８日（金）ま
で
　詳しくは、問い合わせを。
■■問問自衛隊弘前地域事務所（☎
27-3871）

 各種スポーツ・体操教室
教 室 名 と　き ところ 内　容 対象・定員 参 加 料 問い合わせ・申込先

①春休み
かけっこ教室

３月 28 日（月）・
30 日（水）・31
日（木）、４月１
日（金）・４日（月）
の①午後０時 30
分～２時、②午後
２時 30 分～４時

河西体育セ
ンター

上手に体を使
うための運動
や、音楽に合
わせたトレー
ニング等

市 内 の 小
学生＝①・
② と も に
30 人程度

 無料

３ 月 15 日（ 火・ 必 着 ）
までに、河西体育センタ
ー（ 〒 036-8316、 石
渡 １ 丁 目 19 の １、 ☎
38-3200）へ。

（※１）、（※２）…希望時
間帯を記入、なわとび持参

②第３回弘前
市民ソフトテ
ニス講習会

４月～ 11 月の毎
週 火 曜 日、 午 前
10 時～正午

運 動 公 園
（ 豊 田 ２ 丁
目）庭球場

ソフトテニス
の基本からゲ
ーム、最新の
ルールまで

初 心 者 か
ら 経 験 者
ま で の 市
民＝ 10 人

月４回、１人 3,000
円（２人目の家族は
2,000 円）
※見学・体験は２回
目まで無料。

弘前ソフトテニス協会（丹
藤さん、☎ 090-1939-
6891 ま た は ☎ 87-
5266）

（※１）…往復はがきに、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）・
教室名を記入の上、申込先まで郵送を。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。
／（※２）…室内シューズが必要。／共通事項…飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動のできる服装で参加を。各自傷害
保険に加入を。詳しい持ち物などは各施設に確認を。

シーズン券と回数券（１回券・11 回券）
の還付申請を受け付けます

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対
策として、両スキー場を１月 28日（金）から
２月 28日（月）まで休止としたことに伴い、

申請はお早めに！
シーズン券と回数券の還付申請を受け付けま
す。還付申請書は市ホームページ
（QRコード）に掲載しているほか、
スポーツ振興課・各スキー場に備
え付けています。
※シーズン券購入者には、還付申請書を直接送
付しています。
■■問問スポーツ振興課（☎ 40-7115）／岩木山百
沢スキー場（☎ 83-2224）／そうまロマント
ピアスキー場（☎84-2020）

岩木山百沢スキー場

そうまロマントピアスキー場

　２月 12日に市民会館で公演を予定していた、
宝くじ文化公演「秋川雅史・夏川りみハートフル
コンサート」は、新型コロナウイルスの感染拡大
状況を考慮し、公演を中止とすることとなりまし
た。楽しみにお待ちいただいた多くの皆さまに、
お詫び申し上げます。
　公演中止に伴い、口座振込によるチケット代金
の払い戻しを行います。

弘前市民会館　宝くじ文化公演
「秋川雅史・夏川りみハートフルコンサート」

受付期限　３月 11 日（金・当日消印有効）

　弘前芸術鑑賞会にてクレジットカード決済でお
支払いいただいたお客さまは、チケット購入の際
に利用したクレジットカード会社を通じて払い戻
しが行われるため、手続きの必要はありません。
返金方法は弘前芸術鑑賞会より Eメールで通知
予定です。詳しくは弘前芸術鑑賞会（☎ 40-
4082）へお問い合わせください。

チケット払い戻し方法

　封筒に、チケットと、次の必要事項を明記した
メモ（どのような用紙でも可）を同封の上、市民
会館へ郵送（簡易書留を推奨）してください。

【必要事項】
①氏名（フリガナ）、②郵便番号、③住所、④日
中連絡がつく電話番号（携帯番号など）、⑤チケ
ット枚数（確認のため）、⑥振込先口座（※）
※ゆうちょ銀行の場合…店名、店番、預金種目、
口座の記号、口座番号、口座名義（カナ）／ゆう
ちょ銀行以外の銀行の場合…銀行名、支店名、口
座種別（当座・普通）、口座番号、口座名義（カナ）

注意事項
〇 市内各プレイガイドで購入したチケットも、すべ

て市民会館で受け付けます。他のプレイガイドで
は受け付けしていませんのでご注意ください。

〇 必ずチケットと引き換えでの払い戻しとなります。
紛失等でチケットが確認できない場合は払い戻し
できません。

〇 返金額は、チケット代金 2,000 円×枚数です。申
請費用（郵便料等）はお客さま負担となりますの
でご了承ください。

〇 返金は、チケット到着後、２～３週間程度お時間
をいただきますのでご了承ください。

〇３月 12 日（土）以降は、受付できません。
〇 振込先を含む取得した個人情報は、当該チケット

の返金手続きにのみ使用します。
〇 市民会館は 2 月 28 日（月）まで臨時休館してい

ます。このことから、窓口での受付は行っていま
せんのでご了承ください。予定通り３月１日（火）
から施設利用再開となった場合は、市民会館窓口
でも受け付けます。

■問い合わせ先　市民会館（〒 036-8356、下
白銀町１の６、☎32-3374、午前９時～午後５時）

公演中止とチケット払い戻しに関するご案内

　２月 27 日に市民会館で公演を予定していた
「弘前城薪能振替公演」は、新型コロナウイルス
の感染拡大状況を考慮し、公演を中止とすること
となりました。楽しみにお待ちいただいた多くの
皆さまに、お詫び申し上げます。
　チケットを購入いただいた皆さまには、チケッ
ト代金の払い戻しを行います。お手数をおかけし
ますが、チケット購入場所に応じて、次のとおり
手続きをお願いします。手続きの際は、チケット
を忘れずに持参してください。

受付期限　３月 18 日（金）

弘前城薪能（たきぎのう）振替公演 ローソンチケットで購入した人

　ローソン・ミニストップ店頭の
Loppi 端末を操作して、払い戻し
を受けてください。
※ Loppi 端末の操作方法は、ローソンチケット
ホームページ（QRコード）でご確認ください。

市内プレイガイド等で購入した人

　弘前城薪能チケット管理事務局（百石町２の１、
かだれ横丁２階、弘前芸術鑑賞会内）で、チケッ
トと交換で払い戻しをします。
▼受付時間　平日の午前11時～午後５時
※２月中は土・日曜日、祝日も対応します。
■問い合わせ先　弘前城薪能チケット管理事務局
（☎40-4082）
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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。

３月８日（火）、午前９時～正午（相談日の前
日までに予約が必要。「こころの病気」の治療
をしていない人を優先）

弘前市
保健センター

（野田２丁目、
☎37-3750）のびのび

子ども相談
発達相談（ことばについて心配、落ち着きがな
いなど）。対象は市民で 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

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。新型コロナウイルスに伴う
外出自粛等により、必要な予防
接種を控えることのないように
しましょう。
　４月から小学校に入学する幼
児で、麻しん風しん混合（第２
期）を済ませていない人は、３
月 31日を過ぎると接種費用が
自己負担となりますのでご注意
ください。
　小学校６年生の児童で、まだ
２種混合（ジフテリア・破傷風）
を受けていない人も忘れずに接

種しましょう。
　子宮頚がん予防ワクチンは、
積極的勧奨再開に伴い、４月以
降、定期接種の対象となる人に
個別にお知らせするほか、勧奨
が差し控えられていた約８年間
で接種機会を逃した人に対し、
接種機会の提供（キャッチアッ
プ接種）等について、個別にお
知らせします。

【高齢者肺炎球菌感染症の定期
接種】
　肺炎は、季節を問わず誰でも
かかる可能性があり、かかると
急激に症状が進んでしまうこと
があります。今年度助成を受け
ることができる対象者には個別
に通知しています。
▼接種期間　３月31日まで

【令和３年度岩木健康増進プロ
ジェクト結果報告会】
　岩木健康増進プロジェクト健
診の結果を中心に、健康のレベ
ルアップに役立つ最新情報や実
践例について弘前大学の医師な
どがお話します。
▼とき　3 月 26 日（土）、午
前９時 30分～正午（受け付け
は午前９時10分から）
▼ところ　岩木文化センター
（賀田１丁目）ホール
▼参加料　無料
▼定員　200人（先着順）
■問い合わせ・申込先　３月
18日（金）までに、健康増進
課（☎37-3750）へ申し込みを。

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、
E メール kenkou@city.hirosaki.lg.jp）

※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。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

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
弘前市　集団検診 検索健康と福祉ごよみ 検索

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 　乳幼児の健康診査および離乳食教室の対象者には、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。
　なお、いずれの健診も受診の際は母子健康手帳を持参してください（★の健診は、
健康診査票が必要です）。

名　称 と　き　・　内　容 ところ・予約先
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＝３月 16 日（水）・17 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 ３月９日（水）・10 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
（生後４～ 6 か月児）

４月４日（月）、①受付＝午前 10 時～ 10 時 10 分（実施＝
午前 10 時 10 分～ 10 時 50 分）／②受付＝午前 11 時 10
分～ 11 時 20 分（実施＝午前 11 時 20 分～正午）　〈※１〉

３月 15 日（火）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
（生後 7 ～ 11 か月児）

４月１日（金）、①受付＝午前 10 時～ 10 時 10 分（実施＝
午前 10 時 10 分～ 10 時 50 分）／②受付＝午前 11 時 10
分～ 11 時 20 分（実施＝午前 11 時 20 分～正午）　〈※１〉

〈※１〉…予約制です（対象者には個別に通知）。詳しくは個別通知をご覧ください。

 

おすすめポイント♥

アップルキャロット餃子
File.123弘前市食生活改善推進員会 りんごを使ったレシピ

包む時は、まな板の上に皮を置き、具を乗せ、皮の
端に水をつけてから重ね、端の部分をフォークで押
さえるようにすると簡単！子どもたちもお手伝いが
できます。

■１人分（６個）の栄養量
エネルギー／ 250kcal、たんぱく質
／ 9.3g、脂質／ 10.8g、カルシウム
／ 18mg、食塩相当量／ 0.8g

 
豚ひき肉 …………………120ｇ
りんご ……… 80ｇ（１/３個）
人参 ………… 70ｇ（１/２本）
ネギ ………… 50ｇ（１/２本）
生姜 ……………………… 15ｇ
　　酒 ………………… 小さじ２
　　しょうゆ ………… 小さじ２
　　ごま油 …………… 小さじ２
　　塩こしょう ……………少々
餃子の皮（中） ………… 24枚
サラダ油 ……………………適宜

 材 料 ①りんごはよく洗い、皮ごと５mm角に切る。ネ
ギはみじん切り、人参と生姜はすりおろす。

②ボウルに豚ひき肉を入れ、ネギ、人参、生姜と
Aの調味料を加え、粘りが出るまでよく混ぜる。
最後に①のりんごを加え混ぜる。

③餃子の皮で②の具を包む。
④フライパンにサラダ油を入れて熱し、③の餃子
を並べる。水を80mlくらい加えフタをして、中
火で10分程度焼く。

⑤中まで火が通ったら出来上がり！
　タレはお好みで、酢としょう油、ごま油などを用意する。

A

４人分

その他のお知らせ
  

　市では「 ‶ 赤ちゃんから高齢者まで”市民
みんなが健康でいきいきとした生活が送れるま
ち」を目指し、弘前市健康増進計画「健康ひろ
さき 21」を策定しています。計画の目標であ
る「健康寿命の延伸」に向け、市民に期待する

お酒の種類
ビール チューハイ 焼酎 日本酒 ウィスキー ワイン

アルコール度数（目安） 5％ 7％ 25％ 15％ 40％ 12％
適量 500㎖ 350㎖ 100㎖ 180㎖ 60㎖ 200㎖

（アルコール20ｇ相当）（ロング缶1本） （缶 1 本） （0.6 合） （1 合） （ダブル 1 杯）（グラス２～３杯）

健康づくりの取り組みを「健康ひろさき 12か
条」としてまとめ、その中の一つに「節度ある
適度な量の飲酒を心がける」があります。弘前
市では、国保特定健診の結果から多量飲酒して
いる人の割合が男性約２割、女性約１割となっ
ています。適量を超えると、体にさまざまな影
響を及ぼし生活習慣病のリスクを高めます。
　休肝日をつくり、お酒の適量を知って飲み過
ぎないように気をつけましょう。

【お酒の適量】

お 酒 の 適 量
守っていますか？
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水
みずき

木 奏
そ ら

良ちゃん
R3.3.8 生（駒越）

廣
ひろせ

瀬 花
は る

瑠ちゃん
R3.3.28 生（清水３）

 

三
みかみ

上 祥
しょうえい

英ちゃん
R3.3.26 生（小沢）

３

※
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
。

４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４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
▼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
３月９日（水・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。

 

 

笹
ささだ

田 実
み お

桜ちゃん
R3.3.24 生（新町）

 

寺
てらしま

嶋 晴
はるせ

世ちゃん
R3.3.30 生（泉野１）

 

石
いしおか

岡 快
かいせい

晟ちゃん
R3.3.24生（東城北２）

 

小
おがさわら

笠原 幸
こはる

暖ちゃん
R3.3.18 生（広野２）

 

田
たざわ

澤 永
えまき

蒔ちゃん
R3.3.5 生（南袋町）

 

太
おおた

田 千
ちはや

敬ちゃん

R3.3.20 生（高屋）

 

下
しもやま

山 蒼
あおと

湊ちゃん
R3.3.28 生（城西２）

 

菊
きくち

池 遥
はるく

空ちゃん

R3.3.5 生（湯口）

 

野
のがみ

上 凌
りょうたろう

太朗ちゃん
R3.3.16生（自由ケ丘１）

 

佐
さとう

藤 羽
うきょう

恭ちゃん
R3.3.25 生（小比内２）

 

齋
さいとう

藤 旭
あさと

杜ちゃん
R3.3.2 生（青山４）

 

下
しもやま

山 悠
ゆうせい

晴ちゃん

R3.3.4生（浜の町東５）

 

横
よこやま

山 采
さいり

礼ちゃん
R3.3.29 生（南城西２）

小
こだて

舘 璃
り の

希ちゃん
R3.3.21 生（小沢）
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　江戸時代を中心とす
る弘前の歴史・文化を
市民の皆さんに伝える
ことが当館の使命です
が、江戸時代の津軽・
弘前のことを知るには

「弘前藩庁日記」が欠かせません。寛文元（1661）
年から慶応４（1868）年までの約200年間の弘前
藩に関する公式記録です。弘前城中で記録された「国
日記」は3308冊、江戸の上屋敷で記録された「江
戸日記」1226冊が、市立図書館に収蔵されています。
この現存状況は他藩にあまり見られないもので、全
国的にも貴重な記録として知られています。
　当館で開催の「高岡の森どうぶつ園」でも、この
藩庁日記から分かる江戸時代の人と動物との関わり
について展示しています。贈り物や食用などとする

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

　弘前れんが倉庫美術館
に整備される前のれんが
倉庫で 3回にわたり開催
された奈良美智さんの展
覧会（通称『ナラヒロ』）や、
美術館開館以前の『A to 
Z Memorial Dog』の写真を募集します。
※提供された写真は、当館の記録資料として活用させて
いただきます。また、一部の写真を今後美術館で掲示す
る場合があります。

▼募集する写真　2002（平成 14）年、2005（平
成 17）年、2006（平成 18）年にれんが倉庫で
開催された奈良美智展にまつわる写真（建物の外
観、展覧会中の雰囲気が伝わるまちの様子など）
／展示されていた奈良美智さんの作品の写真
▼応募方法　
① SNS　Twitter、Instagram…ハッシュタグ

#12

「#ナラヒロの思い出」をつけ、アカウントを公
開設定した上で投稿／ Facebook…弘前れんが
倉庫美術館公式 Facebook ページ内の募集記事
のコメント欄へ投稿
② E メール…件名「ナラヒロの思い出」として、本
文に氏名を添えて、exchange@hirosaki-moca.
jpへ（メール１通につき容量は10MB以下まで）
③持参…開館時間中（午前9時～午後5時〈金・
土曜日は午後9時まで〉、火曜日は休館）に受付へ。
④郵送…氏名・住所（または電話番号）を添え
て、弘前れんが倉庫美術館写真募集係（〒 036-
8188、吉野町２の１）へ。
▼募集期間　3月 2日（水）～7月 3日（日）
※写真は返却できません。大切な写真はスキャンなど複
製したものを提出してください／著作権や公序良俗に反
する写真、他者のプライバシーを侵害する写真の応募は
無効です／写真を掲示、公開する場合は原則無記名とし
ます（応募者の氏名を無断で公開することはありません）
／美術館のWEBサイトやSNSで写真を公開する場合が
あります／応募は一人何点でも可能です。

奈良美智展にまつわる写真を募集

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

ため、雉や鶴、オットセイを捕らえたことや、
幕府より善知鳥（うとう）を捜索し献上せよと
命ぜられたことなど、内容はさまざまです。弘
前城に住み着いた狐を捕らえ、もう城に入らな
いよう言い聞かせて岩木山麓に放した話など、
人と動物のほほえましい（？）関わりも知るこ
とができます。
　江戸時代に書かれた記録のため、現代の我々
にとっては言葉づかいも独特で、また「くずし
字」で書かれているので、読み解くことが難し
いかもしれません。『新編弘前市史』や『青森
県史』などで部分的に活字化されていますし、
図書館が公開しているWEBサイト「おくゆか
しき津軽の古典籍」で写真版が順次公開されて
います。展示や書籍、WEBなどで、江戸時代
の津軽・弘前にタイムスリップしてみませんか。

▲ 2006年「A to Z」展の様子
　写真提供…NPO法人 harappa

　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、雪解け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） ＠niiyan_sn＠ niiyan_sn

@jichuansada3@jichuansada3

@haru3runrun10@haru3runrun10

＠ imoco1025＠ imoco1025

こんなときは
どうするの！？

QQ 　最近弘前に転入してきたのですが、子育てについて気軽に
相談したり、子育ての情報を得られる場所はありますか？

ＡＡ　ヒロロ（駅前町）3階の
ひろさき子育て世代包括

支援センターに来てみませんか？
　保健師・助産師・保育士が常駐
していて、子育ての不安や気にな
ることをなんでも相談できるよ。
電話相談もできるんだって！
　隣には、楽しく遊べる駅前こど
もの広場もあるよ。有料の託児
サービスがあるから、ショッピン
グやリフレッシュしたい時の利用
もおすすめだよ♥

　「こんなときはどうしたら…？」市役所に寄せられた市民の
皆さんの声などをもとに、身近な疑問の解決方法やくらしに役
立つ情報をたか丸くんが紹介します。

　相談ができる子育て支援センターは市内に４か
所。子育てサークルや親子で参加できるイベント、子
育てに役立つ情報もたくさん！気軽に連絡してね♪
■問い合わせ先　ひろさき子育て世代包括支援セン
ター（☎ 37-1323）

【子育て支援センター】
弘前市駅前こどもの広場（駅前町） ☎35-0156
みどり保育園地域子育て支援センター（吉野町） ☎32-0510
大浦保育園地域子育て支援センター（賀田２） ☎82-3037
相馬こども園地域子育て支援センター（紙漉沢字山越）☎ 84-3103

ひろさき子育て応援アプリでも、情報配信中！
「母子モ」で検索してね♥

 

■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 12 月の

ごみ排出量
（燃やせるごみ）

4,305t  

大量のごみを処分する時は？

ごみ集積所に出さずに、ごみ処
理施設に直接持ち込むか、収集
業者に依頼しよう。
リユース・リサイクルも心掛け
ようね♪

48t 増！
（昨年同月比）

30 広報ひろさき　２０２２.３．１ 31
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弘前城ミス桜コンテスト
　「第37回弘前城ミス桜コンテスト」を開催
します。選ばれた皆さんには、市の四大まつ
りや、県内外での各種イベントやキャンペー
ンなどで弘前をＰＲするために活躍していた
だきます。

第 36 代ミス桜の皆さん

▼とき　４月３日（日）、午後１時30分～
▼ところ　岩木文化センター「あそべーる」
（賀田１丁目）ホール
▼選出　ミス桜グランプリ＝１人、ミス桜＝
２人
※ミス桜グランプリには総額約 60万円相当
の賞金・賞品を、ミス桜には総額約 20万円

相当の賞金・賞品を贈呈します。
▼選出方法　一次審査（書類審査）で 15人程度
を事前に選出し、会場での決勝審査で決定。書類
審査の結果は、応募者全員に通知します。
※当日体調が悪い人（発熱などの風邪症状がある）
や同居家族や知人に新型コロナウイルス感染症の
感染が疑われる人は決勝審査に出場できません。
▼応募資格　満 18歳以上の独身女性（高校生・
他のミス任期中の人を除く）で、市内もしくは県
内在住で弘前に愛着のある人
※入賞者は、任期中の１年間は他のコンテストへ
は応募できません。
▼応募方法　３月18日（金・必着）までに、申
込用紙に住所・氏名・生年月日・電話番号・学歴・
職業（勤務先）・自己ＰＲなどを記入し、顔写真を
１枚貼り、次の①か②に持参または郵送を。申込
用紙は①および②に設置するほか、市ホームペー
ジからダウンロードできます。
■問い合わせ・応募先　①東奥日報社弘前支社（〒
036-8207、上白銀町３の４、☎ 34-5151）
／②観光課（〒 036-8551、上白銀町１の１、
市役所５階、☎40-0236））

第 37 回

※コンテストは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を講じた上で実施します／来場者は検温・マス
ク着用などにご協力をお願いします／観覧者数が多数の場合、入場を制限する場合があります／感染拡大状況に
より、イベントの内容は予告なく中止または変更する場合があります。

りんご公園

春休み

プチ体験まつり

　春休みはりんご公園で、りんごの工作
やこぎん刺しなどを体験しませんか。
▼とき　３月21日（月・祝）～27日（日）
▼ところ　りんごの家（りんご公園内、
清水富田字寺沢）

▼内容　
開催日 開催時間 内容 定員 参加方法 参加料

21 日（月・祝） 午後１時 30 分～３時 りんごの木箱製作体験 ９組 3 月14 日（月）
までに予約 2,000 円

22 日（火）
～ 25 日（金）

①午前 10 時～正午
②午後１時～３時 りんごの枝で工作体験 各回 10 組 当日受付 100 円

26 日（土） ①午前 10 時～ 11 時 30 分
②午後１時 30 分～３時 アップルパイづくり体験 各回６組 事前予約 500 円

27 日（日） 午前 10 時～午後３時 こぎん刺し体験 なし 当日受付 500 円

※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・申込先　りんご公園（☎36-7439）


