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  特別運行コース

お知らせ版

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

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

No.396

8/15

　城下町弘前市より始ま
り、現在では県内外に伝わ
る「ねぷた・ねぶた」を弘
前市に招き、特別運行を実
施します。

弘前ねぷた 300 年祭特別運行

８月27日　 28日

青森ねぶた・五所川原立佞武多・しれとこ斜里ねぷた・尾島ねぷたが弘前に集結

　規制時間等の詳細
は、弘前観光コンベ
ンション協会ホーム
ページ（QRコード）で確認を。
■問い合わせ先　市立観光館
（☎ 37-5501）

観覧のマナー
● 運行前の場所取りはおやめくだ
さい。撤去する場合があります。
● 人ごみの中での喫煙や自撮り棒
の使用、立ち小便やごみのポイ
捨てなど、危険な迷惑行為はお
やめください。
● 運行中は運行コースにはみ出な
いようご注意ください。
● コース周辺の路上に駐車しての
観覧は、近隣住民の迷惑となり
ますので、ご遠慮ください。

土 日

と こ ろとき・運行開始時刻

観覧は
マスク着用で

身体的距離の
確保

コース沿道上での
飲酒・飲食の自粛

大声での歓声を
自粛（拍手を推奨）

基本的な感染防止対策

青森ねぶた・五所川原立佞武多・しれとこ斜里ねぷた・尾島ねぷたが弘前に集結
（青森市）

青森ねぶた・五所川原立佞武多・しれとこ斜里ねぷた・尾島ねぷたが弘前に集結
（五所川原市）

青森ねぶた・五所川原立佞武多・しれとこ斜里ねぷた・尾島ねぷたが弘前に集結
（北海道斜里町）

青森ねぶた・五所川原立佞武多・しれとこ斜里ねぷた・尾島ねぷたが弘前に集結
（群馬県太田市）

午後６時 30 分 午前 11 時

駅前地区

ドローンに関する注意
　ねぷた運行コースや観覧場所周辺を飛行することは、
落下による事故につながる恐れがあることから、禁止さ
れています。ドローンなどを見かけた人は近くのスタッ
フへお知らせください（ドローンなどの無人航空機の飛
行には許可が必要です）。
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封筒に広告を
掲載しませんか

　市・県民税、軽自動車税（種別割）および固定
資産税・都市計画税の納税通知書等送付用の窓付
封筒に掲載する有料広告を募集しています。掲載
できる広告は、納税通知書等を郵送する性格上、
いくつかの条件があります。詳しくは市ホーム
ページで確認を。

▼印刷予定枚数　約22万枚
▼掲載規格など　縦60㎜×横 105㎜、２枠
▼掲載料　１枠当たり年間16万円
▼申込期限　10月 17日（月）
■問い合わせ・申込先　資産税課（市役所２階、
☎40-7027）

納税通知書等送付用窓付封筒の有料広告を募集

▶ 若年層の３回目接種を促進

　国では、10 代～ 30
代の若い世代を中心に
感染者が急増している
ことや、全国的に若い
世代の３回目接種率が
３割から５割台にとど
まっていることから、
若年層の３回目接種を
促進することとしてい
ます。市でも、10 代
～ 30 代の接種率は他
の年代に比べて低くなっています。若い世代であって
も、重症化したり、倦怠感などの症状が長引いたりす
る可能性があります。３回目のワクチン接種は自分自
身を守るだけではなく、家族や友人、高齢者など大切
な人を守ることにも繋がりますので、ぜひ接種をご検
討ください。

▶ 土・日曜日等に接種可能な医療機関を掲載

　12 ～ 17 歳の人の３回目接種について、学校行事
等で平日に接種ができない人の接種機会を確保するた
め、一部の市内医療機関では土・日曜日等に接種を実
施しています。
　８～９月に実施する医療機関の一覧を市
ホームページ（QRコード）に掲載してい
ますので、参考にしてください（PDFが開
きます）。

新型コロナウイルス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＝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）／その
他の相談…新型コロナウイルスワクチン接種対策室（☎ 38-3190）

▶ ４回目接種の接種券を送付

　国の方針に基づき、市では３回目の接
種が終了してから原則として４カ月経過
する月に接種券を送付しています。接種
が可能な月になっても接種券が届かない
場合、何らかの理由で当市に接種した記録が到着して
いない、到着が遅れているなどが考えられます。接種
券が届かない場合は下記コールセンターや
コロナワクチンナビ等で申し込みをしてく
ださい。
▼８月の送付対象

▼接種券の発送時期等　８月 24日（水）に住民票上
の住所へ発送
▼接種場所　原則として、前回接種した医療機関等

▶ ４回目接種の対象者を拡大（7月27日時点）

　国では、高齢者など重症化リスクの高い人を守り、
医療提供体制の人員を確保するため、全ての医療従事
者等と高齢者施設等の従事者を対象とし、４回目接種
を行うこととしました。市では令和４年５月以降、18
歳以上で３回目接種を完了した人全員に対し、順次接
種券を送付しています。新たに対象となった人につい
ても、送付された接種券を使用してください。
　なお、接種券を紛失した人は、下記コールセンター
やコロナワクチンナビ等で申し込みをしてください。

３回目の接種時期 年齢区分 ４回目の接種可能時期
令和４年４月 18歳以上 令和４年９月以降

年代 接種率（％）
12～19歳（※） 43.0
20 歳代 61.5
30 歳代 59.9
40 歳代 66.8
50 歳代 77.5
60 歳代 85.5
70 歳代 89.2
80 歳代 88.2
90 歳代～ 87.2

 （※）３回目接種は 12歳以上が対象。

 弘前市の接種率（７月 27 日時点）

コロナワクチンナビ▶

Town Information 市政情報

あなたの力を
市政のために 市職員採用資格試験のお知らせ

【初級等募集】
▼第一次試験日　９月25日（日）
▼会場　県立弘前工業高等学校（馬屋町）
▼申し込み方法　人事課（市役所２階）で配布し
ている受験申込書に必要事項を記入し、９月 13
日（火・必着）までに、郵送または持参してくだ
さい。

※持参の受け付けは、平日
の午前８時 30 分～午後５
時／募集職種や試験実施案内は、市ホームペー
ジ（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
jouhou/saiyo/）でご確認ください。
■ 問 い 合 わ せ・ 申 込 先　人事課人事研修係
（〒036-8551、上白銀町１の１、☎35-1119）

市職員として
働きませんか 会計年度任用職員を募集

【家計改善支援員】
家計改善支援事業として

行う家計に関する相談、家
計管理に関する指導などに
従事する会計年度任用職員
を募集します。
▼募集人員　１人
▼雇用期間　令和４年10月１日～令和５年３月
31日（更新あり）
▼勤務時間　午前８時30分～午後５時のうち実
働７時間（週35時間）
▼勤務場所　就労自立支援室（駅前町、ヒロロ３
階）
▼休日　土・日曜日、祝日、年末年始
▼応募条件　パソコン（ワード、エクセル）の基

本的な操作ができ、普通自動車運転免許を取得し
ている人。ファイナンシャルプランナーの資格等
を有していればなお可。家計改善支援に関する知
識または経験がなくても応募可能ですが、業務に
関する知識を得ようとする積極的な姿勢が求めら
れます。
▼申し込み方法　市販の履歴書に必要事項を記入
し、９月５日（月）の午後５時（必着）までに、
郵送または持参してください。
※持参の受け付けは、平日の午前８時30分～午
後５時／募集要項は就労自立支援室で配布してい
るほか、市ホームページに掲載しています。
■問い合わせ・申込先　就労自立支援室（〒036-
8003、駅前町９の 20、ヒロロ３階、☎ 36-
3776）

　市の行政情報や災害時に
役立つ情報などを掲載した
「市民便利帳くらし弘前
2022」を配布しています。
　８月末までに毎戸配布す
る予定ですが、８月 22 日
を過ぎても届かない場合は
ご連絡ください。
■問い合わせ先　広聴広報
課（☎35-1194）

市民便利帳を
配布しています

お役立て

ください

　日本の就業・不就業の実態を明らかにするため、
就業構造基本調査を実施します。９月上旬に調査員
が対象世帯に伺いますので、ご協力をお願いします。
▼調査対象　無作為に選ばれた約 5,000 世帯（15
歳以上の世帯員約１万 1,000 人）
▼回答方法　インターネット回答、郵送、調査員に
よる直接回収
※調査票に記入した内容は適切に保護し、統計作成
の目的以外に使用することはありません。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎ 40-
7016）

令和４年

就 業 構 造 基 本 調 査 に
ご協力ください
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Town Information 市政情報

　文化芸術振興について幅広く市民の皆さんの声
を反映させるとともに、柔軟な発想による意見を
求めるため、弘前市文化芸術推進審議会委員を募
集します。
▼応募資格　18歳以上の市民（市議会議員、市
職員〈退職者を含む〉、市の他の附属機関の委員
を除く）
▼募集人員　１人程度
▼募集期限　９月15日（木・必着）
▼任期・会議の開催など　任期は委嘱の日から２
年間／会議は平日の日中に年２回程度開催予定
▼報酬など　会議１回の出席につき、報酬１万円
と交通費を支給
▼応募方法　応募用紙に次の①～⑤の事項を記入
の上、郵送、持参、ファクスまたは Eメールで
提出してください。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・年齢・電
話番号・職業（就業者の場合は、勤務先または所
属団体等の名称・所在地など）
②文化芸術活動歴（活動実績、文化芸術団体等の
役員歴、大会等の運営実績、取得資格などがある

場合は具体的に記載を）
③現在、県および他の市町村
において審議会等の委員である人は、その審議会
等の名称と在任期間
④応募の動機（または自己ＰＲ）
⑤市の文化芸術振興に関する意見、提言等（800
字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市
ホームページに掲載しているほか、文化振興課（市
役所４階）、市民会館（下白銀町）、岩木文化セン
ター（賀田１丁目）、百石町展示館、市民文化交
流館（駅前町、ヒロロ３階）で配布しています。
なお、応募書類は返却しません／持参する場合の
受け付けは、平日の午前８時30分～午後５時。
▼選考方法など　応募書類の記載事項を審査の上
選考し、結果は応募者全員に通知します。選任さ
れた人は市ホームページで公表します。
■問い合わせ・提出先　文化振興課（〒 036-
8551、上白銀町１の１、☎ 40-7015、ファク
ス 35-3884、Ｅメール bunkashinkou@city.
hirosaki.lg.jp）

弘前市文化芸術推進審議会の委員を募集文化芸術振興に
関わりませんか

あなたの意見を
聞かせてください

　高岡の森弘前藩歴史館
の運営などについて幅広
く市民の皆さんの声を反
映させるとともに、柔軟
な発想による意見を求め
るため、高岡の森弘前藩歴史館協議会委員を募集
します。
▼応募資格　18歳以上の市民（市議会議員、市
職員〈退職者を含む〉、市の他の附属機関の委員
を除く）
▼募集人員　１人
▼募集期限　９月８日（木・必着）
▼委員の職務　歴史館の運営などについて館長の
諮問に応じるとともに、館長に対して意見を述べ
ること。
▼任期・会議の開催など　任期は委嘱の日から２
年間／会議は平日の日中に年１回程度開催予定
▼報酬など　会議１回の出席につき、報酬１万円
と交通費を支給

▼応募方法　応募用紙に次の①・②の事項を記入
の上、郵送、持参、ファクスまたは Eメールで
提出してください。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・電
話番号・職業・Eメールアドレス・主な職歴
②「高岡の森弘前藩歴史館の活用方法」をテーマ
にした小論文（応募の動機を含む800字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市
ホームページに掲載しているほか、歴史館と市立
博物館（下白銀町）で配布しています。なお、応
募用紙は返却しません／持参する場合の受け付け
は、午前８時30分～午後５時（８月15日〈月〉
は休館日のため除く）。
▼選考方法など　応募書類の記載事項を審査の上
選考し、結果は応募者全員に通知します。
■問い合わせ・提出先　高岡の森弘前藩歴史館
（〒 036-1344、高岡字獅子沢 128 の 112、
☎ 83-3110、ファクス 26-5456、E メール
takaokanomori@city.hirosaki.lg.jp)

高岡の森弘前藩歴史館協議会委員を募集

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。

Town InformationTown InformationTown Information
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イベント

　弘南鉄道で車内展示を行うほ
か、平賀駅前広場ではお祭りも
開催します。
◎車内展示
▼開催期間　８月28日㈰まで
▼ところ　弘南鉄道（弘南線・
大鰐線）車内
▼内容　クイズ・トリックアー
トのほか、高校生によるイラス
ト・書道・写真作品などを車内
で展示。王林さんの作品が隠れ
ているので探してみよう！車内
に掲示しているクイズや間違い
探しに答えて応募すると抽選で
賞品が当たります。
◎お祭り
▼とき　８月20日㈯
　　　　午後１時頃～
▼ところ　平賀駅前広場（平川
市本町字北柳田）

夏休みは電車に乗ろう！
弘南鉄道文化祭 - 夏休み -

▼内容　高校生によるダンス・
チアリーディングのパフォーマン
ス、スペシャルゲスト・王林さ
んによる隠れた作品の正解発表
　詳しくは、「弘南
鉄道文化祭」で検
索するか、ホーム
ページ（QR コー
ド）をご覧ください。
■■問問中南地域県民局地域連携部地
域支援チーム（☎32-2407）

　ボランティアプログラム「れ
んが倉庫部」の部員がガイドと
なり、美術館の建物の歴史や見
どころを解説するツアーです。
ボランティアスタッフが作成し
たガイドプランをもとに、さま
ざまな角度かられんが倉庫の魅
力を紹介します。
▼とき　
①８月20日㈯、午後２時～
②８月21日㈰、午後２時～
③８月 27日㈯、午前 11時～
④８月27日㈯、午後２時～
⑤８月28日㈰、午前11時～
⑥８月28日㈰、午後２時～
（各回20～ 30分程度）
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）
▼定員　各回10人
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弘前れんが倉庫美術館（☎
32-8950）

　宮腰清次郎
さ ん に よ る、
ぐい呑み、箸、
スプーン等の
漆製品を展示・販売します。
▼とき　８月23日㈫～９月13

弘前れんが倉庫美術館
建築ガイドツアー

弘前工芸舎・メインテーブル
企画展「宮腰清次郎うるし展」

日㈫の午前10時～午後４時
▼ところ　藤田記念庭園匠館
（上白銀町）２階ギャラリース
ペース
▼入場料　無料
■■問問産業育成課（☎32-8106）

　ライトアップされた
幻想的な日本庭園を
散策しませんか。
▼とき　８月27日㈯
　　　　午後５時～８時
▼ところ　洋館（藤田謙一資料
室）、高台部、低地部
▼入園料　大人＝ 320 円、子
ども＝100円
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

▼とき　９月４日㈰、午前９
時30分～午後１時（小雨決行）
▼ところ　嶽温泉（常盤野字湯
の沢、西澤旅館前）集合
▼内容　嶽温泉周辺ノルディッ
クウォーク（約３km）、嶽き
み収穫体験（２本程度）、温泉
ソムリエによるミニ温泉講座
▼定員　10人程度
※申込者多数の場合は抽選の
上、８月 30 日㈫に当選者に
のみ通知します。
▼参 加 料　1,500 円（昼食、
入浴、嶽きみの代金含む）
▼申し込み方法　８月 29 日
（月・必着）までに、はがきま
たはファクス、Eメール（住所・
氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込みを。
■■問問 1625岩木の魅力推進協議会
事務局（〒036-1393、賀田１丁
目１の１、岩木総合支所総務課内、
☎82-1621、■■ＦＦ 82-3118、■■ＥＥ
soumu-i@city.hirosaki.lg.jp）

藤田記念庭園の夜間開園

「嶽きみと温泉」嶽きみ収穫
体験 & ノルディックウォーク

　　　　午後５時～８時
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【第５回文学忌「陸羯南」】
▼とき　９月１日㈭～７日㈬
※忌日の２日㈮は観覧料無料
／午前 10時から弘前文学会に
よる朗読会があります。
▼ところ　１階ロビー

【北の文脈文学講座】
▼とき　９月17日㈯
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　詩誌『亜土』路上派
と路上社の歩み
▼講師　工藤浩司さん（詩人）、
安田俊夫さん（編集・出版業）
▼定員　15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼受講料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼申し込み方法　８月17日㈬
以降に、電話か文学館受付へ。

【ラウンジのひととき】
▼とき　10月１日㈯
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　方言詩‐一戸謙三
▼出演　語る会（下川原久恭さ
ん他）
▼定員　15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼鑑賞料　無料（ただし文学館
観覧料が必要）
▼申し込み方法　９月１日㈭
以降に電話か文学館受付へ。
～共通事項～
▼観覧料　高校生以上＝ 100
／小・中学生＝50円
※障がい者、65歳以上の市民、
市内の小・中学生と外国人留学
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・
住所を確認できるものの提示を。
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

郷土文学館の催し

　市みどりの協会の樹木医や緑
の相談員が見頃の花や樹木を説
明しながら園内をガイドします。
▼とき　９月４日㈰
　　　　午前10時～ 11時
▼ところ　弘前城植物園（弘前
公園内）
※事前の申し込みは不要／当日
園内の南案内所に集合。
■■問問市みどりの協会（☎33-8733）

　バッタの仲間などの実物の飼
育展示をします。
▼とき　９月４日㈰～ 19 日
㈪㈷、午前８時 30 分～午後
４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）
▼観覧料　無料
■■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　９月４日㈰
　　　　午前10時～正午
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）りんごの家

弘前城植物園散策ガイド

こどもの森「バッタ展」

あっぷるクラブ　PART3

▼内容　ダンボールを使った裂
き織りによるりんご柄コースタ
ー製作、袋がけりんごの袋はぎ、
文字入りりんご作り体験
▼定員　12人
▼参加料　1,000 円
■■問問８月 28 日㈰までに、りん
ご公園（☎36-7439）へ。

　プロの落語家から
「落語とは？」の説明
から道具の使い方・
聴き方までを面白お
かしく学び、実際に高座に上が
って落語を体験します。こども
落語体験終了後、どなたでも聴
ける落語会を開催します。
▼とき　９月３日㈯
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸
町）
▼出演　落語…三遊亭圓馬、立
川幸朝、三遊亭こと馬／太神楽
曲芸…丸一小助・小時／お囃子
…清水登美
▼参加料　無料

【落語体験】
▼対象　小学校４年生～中学校
３年生＝ 50人（先着順／保護
者も見学可）
▼開催時間　午後２時～３時ご
ろ（開場は午後１時30分～）

【落語会】
▼対象　市民＝50人（先着順）

こども落語体験・落語会

●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

緑の相談所 ９月の
催し

【展示会】
●シダ展
１日㈭～４日㈰
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737）

㈰
緑の相談所（弘前公園内、

流
や ぶ さ め

鏑馬～高照神社馬場跡～
　高岡の森弘前藩歴史館に隣接する「高照神社馬場跡」で、
日本古来の伝統武芸である「流鏑馬」を開催します。
▼とき　９月25日㈰
①午前 10時 30 分～、②午後０時 30分～、③午後２時～
（各回 30分程度／小雨決行）
▼ところ　高照神社馬場跡（高岡字獅子沢）
※車での来場は高照神社境内駐車場をご利用ください。満車
の場合、旧百沢小学校にも駐車できます（小学校～歴史館の
間で送迎あり）

古武道に触れてみませんか
　高岡の森弘前藩歴史館で開催中の夏の企画展「津軽刀工伝」
の関連イベントです。企画展と併せてぜひご覧ください。
▼とき　９月10日㈯
①午前の部…午前10時 30分～ 11時 30分
②午後の部…午後１時30分～２時 30分
▼内容　①「初心者のための古武道講座」の解説、古武道五
流派（※）による演武／②「はじめての古武道」の解説、卜
傳流剣術、林崎新夢想流居合による演武と古武道体験会
▼定員　各回30人（先着順／事前予約優先）
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史館ロビー（高岡字獅子沢）
※駐車場は高照神社境内駐車場をご利用ください。
▼参加料　無料（ただし観覧料が必要）
▼観覧料　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・中学生と外国人留学生、ひろさき多子家
族応援パスポート持参の人は無料。年齢や住所を確認できるものの提示を。

世代を越えて楽しく集えるイ
ベントです。小さい子ども連れ
の人も気軽にお越しください。
▼ところ　しののベース事務局
（八幡町２丁目）
▼申し込み方法　公式 LINE
またはインスタグラム（QRコ
ード）で申し込みを。

▼イベント内容　 

イベント とき 講師 定員 参加料 持ち物
アロマキャン
ドルレッスン

８月29日㈪
10時～正午

ピエニクッカ
キャンドル ８人 500円 なし

薬膳教室 ８月30日㈫
10時～13時

藤田さん
（和漢薬膳師）６人 1,000円 エプロン

肩凝り施術
教室

９月９日㈮
10時～正午
※８月 20 日㈯
予約開始

佐藤さん
（トータルビュ
ーティーサロ
ンリアン）

８人 500円 なし

▼開催時間　午後３時～４時
（開場は落語体験終了後）
～共通事項～
▼申し込み方法　ファクスまた
は Eメール（氏名〈体験は学
校名、学年も〉・住所・連絡先
を記入）で申し込みを。
■■問問弘前芸術鑑賞会事務局（☎
40-4082、■■ＦＦ 40-4861、■■ＥＥ hiro
sakigeikan@gmail.com）

弘前図書館の紹介や、地下書
庫を含む館内見学を行います。
▼とき　９月10日㈯、午後１
時30分～３時（午後１時開場）
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼対象　18 歳以上の人＝ 20
人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
■■問問８月20日㈯の午前９時 30
分以降に、電話または弘前図書
館（☎32-3794）窓口へ。

大人のための図書館見学

■■問問しののベース（角田さん、☎ 090-4830-1584、
■■ＥＥ sinonobase@gmail.com）

（※）古武道五流派…「卜傳流剣術（市指定無形
文化財）」、「當田流剣術（市指定無形文化財）」「小
野派一刀流」、「當田流棒術」、「林崎新夢想流居合」

歴史館の催し ■ ■ 問  問  高岡の森弘前藩歴史館
（☎83-3110）

多世代交流
イベント

▲ LINE

▲インスタグラム

令和４年度市民参加型まちづくり１％システム採択事業
しののベース

▼申し込み方法　８月
18日㈭以降に、電話ま
たは来館で申し込みを。

▼内容　流鏑馬、笠懸（かさがけ）、馬上武芸
▼定員　各回350人（予約不要）
▼観覧料　無料
▼無料シャトルバス　観光館バスプール～歴史

※感染症対策として入場の際に検温等を行いますので、時
間に余裕をもった来場を／マスクの着用をお願いします。

館の間で無料シャトルバスを運行します
（各回定員 20人）。８月 18日㈭以降に
電話または歴史館窓口で予約を。

バスプール発 ９：30、11：30、13：00
歴史館発 12：00、13：30、15：00

66
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　圏域８市町村住民の皆さんか
ら投稿された、津軽地域の素敵
な写真などを紹介します。
▼とき　９月６日㈫～11日㈰
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階就労支援センター側エスカレ
ーター前
※写真展は圏域８市町村施設を
巡回して開催します。日程など
詳細はホームページで確認を。
■■問問津軽広域連合総務課総務企画
係（☎ 31-1201、■■ＨＨ http://
tsugarukoiki.jp）

▼とき　９月 11 日
㈰、午前７時30分

津軽広域連合
地域資源レポート巡回写真展

世界文化遺産遺跡探訪―二ツ
森貝塚遺跡と御所野遺跡めぐり

～午後５時頃
▼ところ　御所野遺跡（岩手県
二戸郡一戸町）、二ツ森貝塚遺
跡（七戸町）
※当日は弘前駅城東口に集合。
▼対象　中学生以上の市民＝
40人（応募者多数の場合抽選）
▼参加料　3,000 円
▼持ち物　昼食、おやつ、飲み
物、汗ふきタオル、雨具、筆記
用具など
▼申し込み方法　８月 25 日
（木・必着）までに、郵送また
はファクス、Eメール（「遺跡
巡り参加希望」と明記し、郵便
番号・住所・氏名・年齢・電話
番号を記入）で申し込みを。
■■問問弘前縄文の会（今井さん、〒
036-8333、若党町75の２、☎
兼■■ＦＦ 32-9272、■■ＥＥ fumisato@
peach.plala.or.jp）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　大学の研究室
は、先生が一人
で研究している
わけではなく、
学生と一緒に実
験や議論を行いながら研究に取
り組む場です。弘前大学で研究
を体験し、将来の理工系分野進
学について考えてみませんか。
▼とき　９月11日㈰
　　　　午後１時～４時
▼ところ　弘前大学（文京町）
※当日は正門に集合・解散。
▼内容と講師　
①シャボン玉で火を消そう…鳥
飼宏之さん（理工学研究科教授）
②植物細胞をのぞいてみよう…
笹部美知子さん（農学生命科学
部准教授）

集まれ中高生 !!
未来が見つかる大学研究体験

ル（住所・氏名・生年月日・血
液型・電話番号を記入）で申し
込みを。
■■問問日本山岳会青森支部（福士さ
ん、☎ 090-3095-6297、■■ＦＦ
44-7237、 ■■ＥＥ f.kazumoto@
gmail.com）

教室・講座

　目の不自由な人に広報ひろさ
きの録音（音訳）版を作成して
いる弘前愛盲協会音訳グループ
「しらゆり会」による、音訳者養
成講座です。音訳ボランティア
に興味がある人はぜひ参加を。
▼とき　９月１日～ 11 月 24
日の毎週木曜日、午後２時～４
時（全12回）
▼ところ　市社会福祉センター
（宮園２丁目）中会議室
▼対象　次の①～④全てを満た
す人
①全 12回の受講が可能、②パ
ソコンを持っていて簡単な操作
が可能、③講座終了後、音訳ボ
ランティア活動に参加可能、④
おおむね65歳までの人
▼受講料　無料
■■問問８月30日㈫までに、身体障
害者福祉センター（岩木保健福
祉センター内、☎ 88-6761、
■■ＦＦ 88-6762）へ。

▼とき　９月１日
㈭、午後２時～
３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）
３階多世代交流室２
▼テーマ　「インターネット・
SNSの歩き方～消費生活トラ
ブル回避のポイント～」

音訳奉仕員養成講座

くらしの消費者講座

●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

※①・②の両方を体験可。
▼対象　市内の中学生・高校生
＝20人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　９月２日㈮
までに、Eメール（氏名・学校
名・学年・電話番号を記入）で
申し込みを。
■■問問企画課ひとづくり推進室（☎
26-6349、 ■■ＥＥ kikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

　防災士、市消
防団女性分団が
わかりやすく解
説します。詳細はヒロロスクエ
アホームページ（http://www.
hirorosquare.jp）で確認を。
▼とき　９月 11 日㈰、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　自宅避難の心得～自助
力UP！献立作成のポイント、
防災クイズ
▼対象　小学生とその保護者
■■問問市民文化交流館（☎ 35-01
54、午前８時30分～午後９時）

▼とき　９月17日㈯の午前８
時～18日㈰の午後５時30分
▼ところ　白神山地内奥赤石
▼内容　枯損木などの除去、下
草刈り、植樹、自然観察会
▼対象　市民＝30人（先着順）
※未成年は保護者の同意が必要。
▼参加料　500 円（損害保険
料等として当日徴収）
▼持ち物　寝袋、食料など
※詳しくは問い合わせを。
▼申し込み方法　９月７日㈬
までにファクスまたは Eメー

親子で楽しく学ぼう！
私たちの防災

白神山地ブナ林再生事業と
自然観察会

▼講師　平井深雪さん（青森県
金融広報委員会金融広報アドバ
イザー）
▼定員　20人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問市民生活センター（☎ 33-
5830）

　特許、商標など知的財産の検
索方法を実習形式で学べます。
▼とき　①特許・実用新案編…
９月１日㈭、午後１時～４時、
②商標・意匠編…９月８日㈭、
午後１時～４時
▼ところ　I・M・S（土手町
134の８）研修室
▼対象　知的財産に関する担当
者・商品開発担当者、個人事業
主、知的財産に関心のある人
▼受講料　無料
　申し込み方法な
ど、詳しくは青森県
発明協会ホームペー
ジ（QRコード）で確認を。
■■問問県商工労働部新産業創造課
知的財産支援グループ（☎
017-734-9417）

▼とき　９月３日㈯
　　　　午前10時～正午
▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼テーマと講師　『写真でまち
を元気にする　ローカルフォト
講座 in 弘前』…MOTOKOさ
ん（写真家）
▼対象　高校生以上
▼受講料　一般＝2,000円、大
学生＝1,000円、高校生＝無料
■■問問柴田学園大学短期大学部（☎
32-6151）

知的財産情報検索のための
実習講座

まちなかキャンパス×柴田学
園共催　生活創生カレッジ

将棋教室・プロ棋士指導対局会

▼とき　９月10日㈯
①～③…午後２時～３時30分
④…午後４時～５時30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）
３階、①…多世代交流室B、
②多世代交流室１、③・④…
多世代交流室２

記念大会

▼とき　９月 11 日㈰、午前
10 時～（受付は午前９時 30
分～）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼クラス　Aクラス（三段以上）
／ Bクラス（初段・二段）／
Cクラス（無段）／Dクラス（小
学生の初級者）
▼審判長　行方尚史九段
▼参加料　1,500 円（高校生
以下500円）
▼申し込み方法　当日受付
▼賞　各クラス３位まで入賞／
Cクラス優勝者は初段位授与
※対局が早く終了した人はプロ
棋士・県連師範の指導対局が受
けられます／昼食はありません。

将棋教室・

▼
①～③…午後２時～３時30分
④…午後４時～５時30分
▼
３階、①…多世代交流室B、
②多世代交流室１、③・④…
多世代交流室２

将棋
名人戦
弘前対局記念イベント

※棋士・師範は変更になる場合があります。

■■問問日本将棋連盟青森県支部
連合会（☎017-775-7744）

▼内容と対象
①入門教室…これから将棋を覚えたい小学生～高校生とそ
の家族＝９人（先着順）
②中級教室…戦法を覚えたい小学生～高校生＝19人（先着順）
③上級教室…１級以上の小学生～高校生＝19人（先着順）
④指導対局会および棋力検定会…どなたでも
▼講師　行方尚史九段（日本将棋連盟）、北畠悟師範（青
森県将棋連盟）、奈良岡実師範（同連盟）、ほか
▼参加料　①～③＝無料、④＝ 1,000 円（高校生以下は
無料）
▼申し込み方法　事前申し込みまたは当日会場で受け付け

8
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▼ と き　９月１日㈭・
15 日 ㈭、 午 前 10 時
30 分～ 11時 30 分
（２回で１セット）
▼ところ　温水プール石川
（小金崎字村元）研修室
▼講師　鹿内武次さん（弘前市
武術太極拳連盟） 
▼対象　65 歳以上の市民＝
12人（先着順／事前予約制）
▼参加料　無料
▼持ち物　内履き、タオル、飲
み物、動きやすい服装、マスク
■■問問８月20日㈯以降に、温水プ
ール石川（☎49-7081）へ。

▼とき　９月４日㈰
　　　　午後１時～３時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階工芸室
▼内容　釉薬（ゆうやく）を使

健康サポート教室～太極拳～

七宝焼き講習会～貴方のファッ
ションセンスが輝く七宝焼き

ったブローチやペンダント作り
▼講師　七宝焼き宝友会（中央
公民館文化グループ）
▼定員　15人（先着順）
▼参加料　1,200 円（材料費）
▼持ち物　エプロン、筆記用具
▼申し込み方法　８月27日㈯
までに、電話またはファクス、
Eメール（住所・氏名・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）

【エクセル 2019 応用講座】
▼とき　９月６日・13日・20
日（いずれも火曜日）の午前
10時～午後３時
※３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　表計算ソフト（エクセ
ル2019）の活用方法など

市民ボランティアによる
パソコン講座

※バージョンの異なるエクセル
をお使いの人は操作方法が異な
りますのでご注意ください。
▼対象　エクセル 2019 入門
講座を受講済み、または普段か
らエクセル 2019 を使用して
いる市民＝16人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、USB メ
モリ、昼食（マスクの着用を）
■■問問８月 21 日㈰以降に、学習
情報館（総合学習センター内、
☎26-4800）へ。

　仲町地区や弘前城西側の町並
みを歩きながら探訪します。
▼とき　９月８日・15日・22
日（いずれも木曜日）、午後１
時～４時
▼集合場所　旧伊東家住宅前
（若党町／３回とも）
▼対象　市民＝30人程度
▼参加料　3,000 円（資料代
などとして）

弘前の武家屋敷
「仲町街歩き講座」

メールまたはファクス（希望講
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。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/region/openlecture/）

　弘前大学イングリッシュ・ラ
ウンジ出版教科書を使いなが
ら、英語で紹介する方法をオン
ラインで勉強します。
▼とき　９月16日㈮
　　　　午後６時30分～８時
▼対象　英語や地方文化に興味
のある県内在住の人＝ 20 人
（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　
９月 12 日㈪まで
にQR コードから
申し込みを。
▼事前準備　事前に紹介したい
穴場のデジタル写真を１～２枚
用意してください。講座の教科
書は事前にデータを送ります。
■■問問弘前大学教養教育開発実践セ
ンター弘前大学イングリッシュ・
ラウンジ（多田さん、☎ 39-
3138、■■ＥＥ ediec@hirosaki-u.
ac.jp）

　手作りのドライフラワー
と空きびんで、リユースハーバ
リウムを作ってみませんか。
▼とき　９月 24 日㈯、①午
前９時 30 分～ 10 時 30 分、

Tsugaru Life ～マイ津軽
を英語で紹介しましょう～

ハーバリウム作り教室

●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

▼申し込み方法　９月２日（金・
必着）までに、郵送またはファ
クス（郵便番号・住所・氏名・
年齢・電話番号・街歩き講座参
加希望と明記）で申し込みを。
■■問問弘前市仲町地区伝統的建造物
群保存会（今井さん、〒036-
8333、若党町 75 の２、☎兼
■■ＦＦ 32-9272）

▼とき　９月10日㈯
　　　　午後２時～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
▼テーマと講師　『岩木にしか
ない風景～絶景写真で津軽の魅
力再発見～』…対馬慎太郎さん
（岩木地区地域おこし協力隊）
▼対象　市民＝50人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　９月３日㈯
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）

▼とき　９月 10 日㈯、①午
前９時 30 分～ 11 時 30 分、
②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　①バナナシフォンケ
ーキを作りましょう、②保育所
給食～五感を育む食育～
▼対象　①高校生以上＝16人、
②保育所の給食担当者＝20人
▼受講料　①＝ 500 円、②＝
200円
▼申し込み方法　８月 26 日
㈮までに、ホームページ、E

現代セミナーひろさき

柴田学園大学短期大学部
公開講座

②午後１時～２時
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
▼講師　プラザ棟職員
▼定員　小学生以上＝各回 10
人（小学生は保護者同伴）
▼参加料　無料
※申し込みは１回につ
き２人まで可。詳細は
ホームページ（QRコ
ード）で確認を。
■■問問９月 11 日㈰の午前９時以
降に、弘前地区環境整備センタ
ープラザ棟（☎36-3388）へ。
※月曜日は休館。月曜日が祝日
の場合は翌日が休館。

▼とき　９月24日㈯、
午前10時～正午
▼ところ　弘前図書館
（下白銀町）２階視聴覚室
▼内容　絵本の読み聞かせの実
技・実演、図書館の読み聞かせ
ボランティアの活動紹介
▼講師　髙嶋敬子さん（JPIC
読書アドバイザー）
▼対象　図書館で読み聞かせボ
ランティアを始めてみたい人、
読み聞かせスキルアップを目指
す人＝20人程度
▼参加料　無料
▼持ち物　絵本１冊、筆記用具
■■問問８月 19日㈮以降に、電話ま
たは来館で弘前図書館（☎
32-3794）へ。

おはなしと読み聞かせ講習会

　膝が痛くて歩くのがおっくう、疲れやすいなど、体力の低下
を感じていませんか。専門スタッフが運動をサポートします。
▼とき　毎週月曜日～土曜日
①午前８時40分～、②午前９時40分～、③午前10時40分～、
④午後１時50分～、⑤午後２時50分～、⑥午後３時50分～
（いずれも50分程度／週１回）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３階高齢者健康トレーニング教室
▼内容　６種のトレーニングマシンを使った軽い負荷の運動
▼利用期間　10月～令和５年３月（利用開始から最長６カ月）
▼対象　65歳以上の市民＝100人
▼申し込み方法　９月２日（金・必着）までに、往復はがき（住
所・氏名・生年月日・電話番号・利用希望曜日と時間〈第１希
望から第３希望まで〉を記入）で申し込みを。
※家族や友人同士での応募ははがき１枚に連名で記載可／応募
多数の場合は抽選し、９月中旬以降に結果を郵送します。
■■問問高齢者健康トレーニング教室（〒 036-8003、駅前町９の
20、☎ 35-0161）

※ 教室はロマントピア（☎84-2236）や※ 教室はロマントピア（☎84-2236）や
温水プール石川（☎49-7081）でも実温水プール石川（☎49-7081）でも実
施しています。詳しくは各教室へ。施しています。詳しくは各教室へ。

＜往復はがき記載例＞ 

往信 

〒036-8003 

弘
前
市
駅
前
町
９- 

高
齢
者
健
康
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
教
室

ヒ
ロ
ロ
ス
ク
エ
ア
教
室

行

往信 

※ここは

空欄

〒（自宅の郵便番号） 

返信 申
込
者

住
所

申
込
者

名
前

返信 

■名前

■生年月日

■住所

■電話番号

■希望曜日・時間

・第１希望

  〇曜日 〇時〇分～ 

・第２希望

  〇曜日 〇時〇分～ 

・第３希望

〇曜日 〇時〇分～ 

20

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　164,649人
 　男  　  75,474人 　男  　  75,474人
 　女 　女 　    　   89,175人89,175人

令和４年７月１日現在（推計）令和４年７月１日現在（推計）
・世帯数  71,165世帯　・世帯数  71,165世帯　

（-166）（-166）
（-102）（-102）
（-64）（-64）
（-30）（-30）

ヒロロ高齢者健康トレーニング教室ヒロロ高齢者健康トレーニング教室

現代セミナーひろさき

　手作りのドライフラワー

弘前図書館
（下白銀町）２階視聴覚室

おはなしと読み聞かせ講習会

９月１日㈭・
、 午 前 10 時

30 分～ 11時 30 分

温水プール石川
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50人程度（先着順）
※職場で受診できる人は対象外。
▼ 受 診 料　 胃 が ん 検 診 ＝
1,500 円、肺がん検診＝ 400
円、大腸がん検診＝500円
※市の国保加入者はそれぞれ半
額、70歳以上の人は無料。
■■問問９月 16 日㈮までに、健康
増進課（☎37-3750）へ。

▼とき　９月10日㈯、午後２時
～午後４時（受付は午後１時～）
▼ところ　アウガ（青森市新町
１丁目）５階男女共同参画プラ
ザカダールAV多機能ホール
▼内容　①拠点機関での相談実
績／②講演『高次脳機能障害と
ともに～見えない力を引き出す
「暁才」の挑戦～』（講師…菊地
千佳さん、鬼澤千津さん〈山形
県高次脳機能障がい者支援セン
ター通所教室「暁才」指導員〉）
／③医療福祉相談
▼対象　高次脳機能障害を抱え
る当事者とその家族、医療・保健・
福祉・教育等の業務の従事者ま
たは行政関係者、県民＝150人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　９月２日㈮
までに、電話またはファクス、
Eメールで申し込みを。
■■問問青森県高次脳機能障害者リハ
ビリテーション講習会実行委員
会事務局（福井さん・立林さん、
☎28-8220、■■ＦＦ 27-9013、■■ＥＥ
koujinou@reimeikyou.jp）

　青森地方法務局
および青森県人権
擁護委員連合会で
は、「子どもの人権110番」強
化週間中、平日だけではなく、

青森県高次脳機能障害者
リハビリテーション講習会

「子どもの人権 110 番」
強化週間

●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

土・日曜日も電話相談を行いま
す。相談は無料で、秘密は守ら
れます。ひとりで悩まず、相談
してください。
▼とき　８月26日㈮・29日
㈪～９月１日㈭の午前８時30
分～午後７時／８月27日㈯・
28日㈰の午前10時～午後５時
▼相 談 用 電 話 番 号　0120-
007-110
■■問問青森地方法務局人権擁護課
（☎017-776-9024）

　さまざまな問題に、複数の専
門家が無料で相談に応じます。
▼とき　９月４日㈰、午後１
時～４時（受け付けは午後０時
30分～３時 30分）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
中会議室
▼相談員　弁護士、公証人、税
理士、司法書士、社会保険労務
士、土地家屋調査士、宅地建物
取引士、社会福祉士
※当日会場で受け付けます。詳
細はホームページで確認を。
■■問問専門家集団「らの会」（三上さ
ん、☎ 38-1829、■■ＨＨ https://
blog.goo.ne.jp/k-touge）

　家族のギャン
ブル問題での借
金、嘘、失踪な
どで悩んでいま
せんか。
　今回は、ギャンブル依存症の
回復施設の現スタッフであり回
復し続けている当事者である人
から体験談を聞きます。
▼とき　９月３日㈯
　　　　午前10時～正午
▼ところ　総合学習センター

専門家集団「らの会」による
第 21 回無料よろず相談会

全国ギャンブル依存症家族の
会青森 in 弘前

（末広４丁目）３階第一研修室
▼参加料　１人 1,000 円（資
料代・会場代として）
※事前の申し込みは不要。
■■問問全国ギャンブル依存症家族の
会青森（えんどうさん、☎090-
3755-2781）

　多重債務者が
債務を整理して
生活再建に向か
うための手助け
として、弁護士
が無料で相談に応じます。多重
債務以外の消費生活に関する法
律相談も可能です。
▼とき　８月 27 日㈯、午後
１時30分～３時 30分
▼ところ　市民生活センター
（駅前町、ヒロロ３階）
▼対象　市民＝４人
▼相談料　無料
■■問問８月16日㈫の午前10時以
降に、市民生活センター（☎
33-5830）へ。

　成年後見人に必要な知識を習
得し、地域の認知症者などのサ
ポートにあたる「市民後見人」
を養成する研修です。研修修了
者は「弘前圏域市民後見人等候
補者名簿」に登録し、必要に応
じて、家庭裁判所に推薦します。
▼と き　９月 17 日～ 11 月
26日の毎週土曜日
▼ところ　中央公民館岩木館
（賀田１丁目）、ヒロロ（駅前町）、
市民会館（下白銀町）
※開催日によって会場が変わり
ます。詳細は問い合わせを。
▼内容　成年後見制度概論など
▼対象　25 歳以上 70 歳未満
で、全ての研修を受講できる見

多重債務・消費生活法律相談会

弘前圏域市民後見人等
養成研修

込みがあり、研修修了後に市民
後見人として活動する意思があ
る人＝15人
▼参加料　無料 

■■問問９月７日㈬までに、弘前圏域
権利擁護支援センター（☎26-
6557、■■ＥＥ h8-kenri@titan.ocn.
ne.jp、日・月曜日は休み）へ。

　自筆証書遺言書を法務局に預
けることで、遺言書を他人に見
られることがなく、遺言書の改
ざんや紛失を防ぎ、相続をめぐ
る紛争を防止できる制度です。
自身の財産を確実に家族等に託
すことができ、家庭裁判所の検
認も不要となります。
　遺言者が希望すれば、遺言者
が亡くなった後、相続人等から
の死亡の連絡を待たず、法務局
が戸籍情報と連携し、遺言者が
指定した人に遺言書を法務局が
保管している旨の通知を行うこ
とができるようになりました。
　遺言を検討している人は、ぜ
ひご利用ください。
※詳しくは問い合わせを。
■■問問青森地方法務局供託課（☎
017-776-9030）

　日本遺族会では、先の大戦で
父などを亡くした遺児を対象
に、父などが戦没した旧戦地（東
南アジア・中国など）を訪れて
慰霊追悼を行うとともに、現地
の人との友好親善を深めること
を目的に、「戦没者遺児による
慰霊友好親善事業」を実施して
おり、参加者を募集しています。
　詳しい日程や訪問地、申し込
み方法などについてはお問い合
わせください。
■■問問日本遺族会事務局（☎ 03-
3261-5521）

自筆証書遺言書保管制度

戦没者遺児の皆さんへ

 

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

９／４ 沢田内科医院
（茂森新町１）

☎37-7755

11 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

18 伊東クリニック
（元大工町）

☎32-0630

25 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

９／４ あべ耳鼻咽喉科
（宮川１）

☎26-6116

18 成田眼科クリニ
ック（森町）

☎35-5155

歯 科
診療時間…午前９時～正午

９／４ やがわ歯科医院
（城西４）

☎39-6400

11 百石町デンタルク
リニック（百石町）

☎55-6480

18 明本歯科医院
（大町３）

☎39-6666

19 やぎはしファミリ
ー歯科（富田町）

☎36-4180

23 ひまわり歯科クリ
ニック（早稲田２）

☎29-3738

25 矯正歯科じん歯科
クリニック（大町２）

☎37-1182

 

その他

昨年度に引き
続き、今年度の
二十歳の祭典
（成人式）も感
染対策を徹底して開催します。
▼とき　令和５年１月８日㈰
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼対象　平成14年４月２日～
平成15年４月１日に生まれた人
　開催方法や時間などの詳細
は、決定次第、市ホームページ、
SNS、広報ひろさきなどでお
知らせします。
■■問問生涯学習課（☎82-1641）

　結婚を希望する独身男女のお
見合いを支援しています。
▼とき　８月28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〉）

総合検診車に
よる胃・肺・大
腸がん検診です。肺がん検診は
医療機関で実施していませんの
で、受診をお勧めします。
▼とき　10 月２日㈰、受付…
午前７時～８時30分
▼ところ　弘前市保健センター
（野田２丁目）
▼対象　40 歳以上の市民＝

令和４年度二十歳の祭典

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

日曜がん検診
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30分（悪天候時は中止）
▼ところ　①藤田記念庭園（上
白銀町）、②弘前城植物園（弘
前公園内）
▼内容　①ハナショウブの株分
け、②アジサイのせん定・花が
ら取り
▼持ち物　汚れてもいい服装、
飲み物、手袋、タオルなど
■■問問藤田記念庭園（☎37-5525）

▼募集対象　平成 31年４月２
日～令和２年４月１日生まれの
３歳児＝ 30人（４歳児・５歳
児については問い合わせを）
▼選考日程　募集要項交付…９
月２日㈮～16日㈮／願書受付
…９月26日㈪～10月７日㈮
／入園選考日…10月17日㈪
■■問問弘前大学教育学部附属幼稚

弘前大学教育学部附属幼稚園
令和５年度新入園児の募集

　りんご園の敷きわら
や、家庭菜園などに
使う稲わらを無料
で提供する「稲わらふりーでん」
を、９月末頃から実施します。
希望する人に提供場所の地図を
送付しますので、直接現地へお
いでください。申込時、必要な
稲わらの量をお知らせください。
※確保できる量によって、提供
量を制限する場合があります。
■■問問９月９日㈮までに、農政課
農産係（☎40-0504）へ。

▼とき　①９月３日㈯・４日
㈰、② 10 日㈯・11 日㈰の
午前９時 30 分～午前 11 時

「稲わら」を活用しませんか

ボランティア活動「みどりフ
レンズ」大募集！

園（☎32-6815）

　国では病気などのやむを得な
い事情で中学校に行けなかった
人のために、中学校卒業程度認
定試験を実施しています。受験
資格、試験科目など、詳しくは
問い合わせを。
▼日程　願書受付期限…９月２
日㈮／試験日…10月 20日㈭
／合格発表…11月 29日㈫
■■問問文部科学省総合教育政策局生
涯学習推進課（☎ 03-5253-
4111〈内線3267・2024〉）

▼対象　保護者が青森県民で、
東京都またはその近郊の大学、
専修学校等に在学または入学見

令和４年度就学義務猶予免除者
等の中学校卒業程度認定試験

青森県学生寮入寮生募集

▼ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▼内容と講師　①「ぐるぐる思考を
整理しよう！」…園木圭織さん（ひ
ろさき若者サポートステーション）、
②「働く意義・ワークバランスを考
える」…三上友子さん（I・M・S）
▼対象　就労をめざす人
▼受講料　無料
▼持ち物　筆記用具
■■問問９月７日㈬までに、来所または
電話でひろさき生活・仕事応援セン
ター（ヒロロ３階、☎36-3776）へ。

生産性向上支援訓練生産性向上支援訓練
▼とき　①９月 22日㈭・② 10月
３日㈪、午前９時 30 分～午後４
時 30分
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▼内容　①効率よく分析するための
データ集計、②相手に伝わるプレゼ
ン資料作成
▼対象　会社から受講指示を受けた
在職中の人＝ 15人
▼受講料　2,200 円
▼申し込み方法　①９月８日㈭、
②９月 16日㈮までに、ファクスで
申込書（ホームページでダウンロード
可）を提出

就労に関するお知らせ

企業説明会・仕事体験会企業説明会・仕事体験会
▼とき　８月31日㈬、午後１時～４
時（受付は午後０時30分～）　
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４階市
民文化交流館ホール
▼内容　市内企業の企業ブースでの
仕事体験・説明会
▼参加企業数　10社程度（予定）
▼対象　市内企業への就職希望者
※求職を申し込む場合はハローワー
クの登録が必要。
▼持ち物　ハローワーク受付票
▼申し込み方法　申込書をファクス
かハローワーク窓口へ提出
※当日参加も可／入退場自由／当日
はヒロロ３階の託児室を利用可（事
前の申し込みが必要）／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 I・M・S（☎ 55-5608、■Ｆ 55-
5607）

就労準備セミナー就労準備セミナー
▼とき　①９月14日㈬・②21日
㈬、午前10時～11時 30分

■■問問ポリテクセンター青森（☎017-
777-1186、 ■Ｆ 017-777-1187、
■Ｈ https://www3.jeed.go.jp/
aomori/poly/）

在職者向けの講習会在職者向けの講習会
①職業訓練指導員試験事前講習（指
導方法）
▼とき　９月27日㈫・29日㈭・10
月４日㈫・６日㈭、午後６時～９時
▼対象　在職中の人＝20人
▼受講料　1,000 円
② CAD 基本操作講習
▼とき　10月３日㈪・５日㈬・７日㈮・
11日㈫・13日㈭、午後６時～９時
▼対象　在職中の人＝15人
▼受講料　1,300 円
～共通事項～
▼ところ　弘前高等技術専門校（緑
ヶ丘１丁目）
■■申申①９月５日（月・必着）、②９月
12 日（月・必着）までに、電話ま
たは郵送、ファクスで申込書（ホーム
ページでダウンロード可）を提出。詳
しくはホームページで確認を。
■■問問弘前高等技術専門校（☎ 32-
6805、 ■Ｆ 35-5104、 ■Ｈ https://
www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/
job/hi-gisen_zaishokusha.html）

各種スポーツ・体操教室など

（※）…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（コースがある場合は希望コース）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。

プールで筋トレ・脳トレ
水中ウォーキング教室
■■時時９月５日～10月 31日の毎週月
曜日、午前９時30分～10時 30分
■■所所河西体育センター（石渡１丁目）　
■■内内水中ウオーキングの基本など　■■定定
市民＝15人程度　■■￥￥無料　■■持持水着・
水泳帽　■■問問８月26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。

ストレッチポール×ストレッチ教室
■■時時９月７日～10月 26日の毎週水
曜日、午前 10時～ 11時　■■所所克雪
トレーニングセンター（豊田２丁目）
トレーニングルーム　■■内内ストレッチ
ポールの使い方、ストレッチや筋力
トレーニングなど　■■定定市民＝８人　
■■￥￥無料　■■問問８月29日（月・必着）ま
でに、往復はがき（※）で克雪トレ
ーニングセンター（〒036-8101、
豊田２丁目３の１、☎27-3274）へ。

かけっこ教室
■■時時９月９日～９月30日の毎週水・
金曜日、午後４時30分～６時

■■所所弘前B&G海洋センター（八幡町
１丁目）　■■内内走る・跳ぶ等の全身運
動など　■■定定市内の小学生＝30人程
度　■■￥￥無料　■■持持走りやすいシュー
ズ、なわとび　■■問問８月26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。

水上スポーツ２DAYS
■■時時９月10日㈯・11日㈰、①午前
10時～11時 30分、②午後１時～
２時 30分、③午後２時 30分～４
時　■■所所城北ファミリープール（八幡
町１丁目）　■■内内カヌー、SUP（スタ
ンドアップパドルボード）、水上遊
具など　■■定定各回10人　■■￥￥１人１回
1,000円（傷害保険料を含む／未就
学児は無料、ただし保護者の参加が
必要）
■■問問８月 15日㈪以降に、
QR コードまたは弘前
B＆G海洋センター（☎

■■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

33-4545）へ。

楽しく散策ウォーク
■■時時９月15日～ 10 月 13日の毎週
木曜日、午前10時～正午　■■所所りん
ご公園（清水富田字寺沢）周辺ほか
■■内内ウオーキングの正しい歩き方や姿
勢の指導　■■定定市民＝10人　■■￥￥無料
■■問問８月30日（火・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。

プールで体力づくり教室
■■時時９月 26 日～ 11 月 14 日の毎週
月曜日、午後１時～２時　■■所所温水プ
ール石川（小金崎字村元）　■■内内水中
での体操、ウオーキング等　■■定定市民
＝ 30人程度　■■￥￥無料　■■持持水着・水
泳帽　■■問問８月 26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。

年３月 31日までに大学卒業見
込みの人を除く）
▼申込期限　９月２日㈮
▼試験日程　第一次試験…９月
25日㈰に弘前市・青森市・八
戸市で実施／第一次試験合格発
表…９月30日㈮予定／第二次
試験…11月中旬に青森市で実
施／最終合格発表…12月上旬
　詳しくはお問い合わせを。
■■問問弘前警察署（☎32-0111）

▼試験職種　初級（機械職・電
気職）
▼採用予定人員　若干名
▼試験日　９月25日㈰
▼会場　市民会館（下白銀町）

津軽広域水道企業団
津軽事業部職員募集

込みの男子学生
▼ところ　東京都小平市鈴木町
１丁目103の１
▼部屋の設備　個室（ベッド、
机、エアコン等備え付け）
▼経費　入寮費年額３万円、寮
費月額３万円、食費１食450円
（平日の夕食のみ・希望制）、電
気料金実費（上・下水道料無料）
■■問問青森県育英奨学会（☎ 017-
734-9879、■■ＨＨ https://syou
gakuka i .w ixs i te .com/
aomori-ryo）

▼受験資格　平成２年
４月２日～平成 17年
４月１日に生まれた人（ただし
大学を卒業した人または令和５

警察官募集（警察官 B）

▼申し込み方法　９月８日（木・
必着）までに願書の提出を。詳
しくはホームページで確認する
か、お問い合わせください。
■■問問津軽広域水道企業団津軽事業
部総務課（☎ 52-6033、■■ＨＨ
http://www.tusui.jp/）

　放送大学はBS放送やインタ
ーネットを利用して授業を行う
通信制の大学です。現在、
2022 年 10月入学の学生を募
集しています。資料は放送大学
ホームページ（https://www.
ouj.ac.jp）から請求を。
▼出願期限　９月13日㈫
■■問問放送大学青森学習センター
（☎38-0500）

放送大学入学生募集

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

津軽の津軽の
イベント満載！イベント満載！

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

市町村イベントカレンダー
とき

12／15
まで

ふじめぐり
総選挙2022
（藤崎町）

対象店舗のレシートを
集めて、お気に入りの
店舗に投票。抽選で豪
華賞品が当たります。

藤崎町経営戦略課
（☎88-8258）

8／７
まで

2022大鰐温
泉サマーフェ
スティバル

さまざまな団体による
合同フェスティバル。
今年は鰐come中庭で
フリーマーケットや親
子食堂などを行います。

同実行委員会事務局
（大鰐町企画観光課
内、☎ 55-6561）

8／15
8／16 黒石よされ

日本三大流し踊りの一
つに挙げられ、風情溢
れる「中町こみせ通り」
を踊り歩く姿が大きな
見所です。

同実行委員会事務
局（黒石商工会議
所内、☎52-4316）

8／17
ふるさと元気
まつり2022
（黒石市）

黒石ねぷた・よされな
どの黒石の夏祭りが一
堂に集結。フィナーレ
の花火は圧巻です。

黒石青年会議所
（☎52-3369）

8／18 浅瀬石川灯籠流し（黒石市）

先祖の霊を慰めながら
五穀豊穣や無病息災を
願い、火がともった灯
籠を川へ流します。

じょんからのふる
里づくり推進協議
会（☎52-3353）

8／20 津軽花火大会（藤崎町）

幻想的な灯篭流しのあ
と、約3,000発の花火
が夏の夜空に打ち上げ
られ、美しく彩ります。

藤崎町商工会
（☎75-2370）

（後期）
8／20

～

９／26

企画展２
弘前ねぷた
300年

今年は弘前ねぷたが文
献に登場して 300 年。
これまでの 300 年を
振り返り、これからの
300年を考えます。

弘前市立博物館
（☎35-0700）

8／21

宝くじ文化公
演オーケスト
ラで聴くジブ
リ音楽（平川
市）

ジブリ主題歌歌手の木
村弓、井上あずみ、本
名陽子らによるコンサ
ート。
前売７月９日～

平川市文化ホール
（☎44-1221）

とき

8／28
ファッション
甲子園2022
（弘前市）

多数の応募の中から一
次審査を突破した全国
の高校生が弘前に集
い、ファッションデザ
インNo.1を競います。

同実行委員会事務
局（弘前商工会議
所内、☎33-4111）

9／3
9／4

ひらかわフェ
スタ2022

「津軽の桃」をメイン
とした地産特産品の
PRやステージイベン
トを開催します。

平川市農林課
（☎44-1111）

9／9
～

9／11

猿賀神社
十五夜大祭
（平川市）

県下獅子踊り大会や歌
謡ショーなどのイベン
トが開催されます。

猿賀神社
（☎57-2016）

9／10
9／11

黒石こみせ
まつり

重要伝統的建造物群保
存地区に選定されてい
る中町こみせ通り周辺
を会場に開催。「グル
メロード」や「手づく
りロード」など、まち
なかの通り全体で盛り
上がります。

同実行委員会事務
局（黒石商工会議
所内、☎52-4316）

10／1
ブラスバンド
コンサート
（平川市）

ブラスバンド BLACK 
BOTTOM BRASS 
BAND の演奏をお楽
しみください。

平川市文化ホール
（☎44-1221）

10／2 堀越城秋まつり（弘前市）

堀越城跡を舞台にシン
ポジウムなどを開催し
ます。予約不要、無料
で入場できます。

弘前市教育委員会
文化財課
（☎82-1642）

10／9
りんごの里板
柳まるかじり
ウオーク2022

７、13、23㎞の３コ
ース！りんごもぎとり
体験もあります。

板柳町教育委員会
生涯学習課
（☎ 72-1800）


