
①弘前城植物園（メイン会場）
▼入園時間　午前９時～午後７時（最終入園は午後６
時 30 分）
②弘前公園有料区域（本丸、北の郭）
③藤田記念庭園
▼入園時間　午前９時～午後５時

お知らせ版
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「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。
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1
祝
400号

2006（平成 18）年 3月 1日号（創刊号）から数えて今号が 400 号を迎えるこ
とから、「広報ひろさき」のタイトルロゴに当時のデザインを使用しました。

弘前城弘前城菊菊とと紅紅葉葉まつりまつり 1010 月月2828 日日㈮㈮　　  　　  ～～1111 月月６６日日㈰㈰

新型コロナウイルス感染症対策について

　来場の際は、検温・マスク着用・連絡先の
記入のほか、園内各所に設置する消毒液での
手指消毒にご協力をお願いします。
※掲載している内容は予告なく変更・中止す
る場合があります。主催者が講じる感染対策
に従わない場合は、入場をお断りすることが
あります。

■■問い合わせ先問い合わせ先　市立観光館　（下白銀町、☎ 37-5501）市立観光館　（下白銀町、☎ 37-5501）

入場無料 ※①～③のエリアでまつり期間中のみ。

　花の世界大会で金賞を
受賞した花景家（かけい
か）・阿部喜恵さんが、
昨年に続きフラワーアー
トをプロデュース。ス
テージシンボルとして『飛翔花朱雀（ひしょうは
なすざく）』を制作します。弘前ねぷたの技法と
フラワーアートの共演をお楽しみください。
▼ところ　自由広場・三の丸庭園（弘前城植物園内）

『花輪くぐり』

　菊で彩られた巨大な花輪が登場！『飛翔花朱雀』
が待つ華やかな世界へ来園者を導きます。

『四季の回廊』

　弘前の四季をめぐる回廊が登場します。四季を
象徴するブースには、来園者の願い事を書いた袋
を、りんごに見立てた LEDライトに袋掛けする
参加型の展示演出も。また、弘前ねぷた 300年
祭にちなみ、色鮮やかな「ねぷた風車」がフォト
スポットとして来園者をお迎えします。

『りんごとねぷたの花手水』

　昨年好評だった花手水（はな
ちょうず）には、菊などの生花
とともに、実すぐりりんご、ねぷ
た絵などを取り入れた弘前ならでは
の演出を施します。

　追手門と東門の入口で、弘前大学教育
学部附属中学校の３年生が制作した、
花で飾り付けられた動物たちが、ま
るで楽器を演奏しているかのように
来場する皆さんをお出迎えします。

　カエデやサクラの紅葉ライトアップと篝火（か
がりび）・行灯（あんどん）の明かりが、幻想的
で妖艶に煌めく世界に来園者をいざないます。
▼期間　10月 28日（金）～11月中旬ごろ
　　　　午後４時～９時（予定）
▼ところ　弘前城植物園ほか弘前公園内の各所

『音楽が聴こえるひろふ花の動物園
～メモリアル・ドッグのお友だち～』

Flower Art

フラワーアート

Light up

紅葉特別ライトアップ
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・四季の回廊
・願いが灯るりんごの実
・ねぷた花手水
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親子で作ろう！りんごとねぷたの花手水
　弘前城菊と紅葉まつりでフラワーアートの制作
を行っている花景家の阿部喜恵さんと一緒に、水
を張った大きな鉢をキャンバスに、花や実すぐり
りんご、ねぷた絵などを使って色鮮やかな花手水
を作ります。装花のバランスや美しく見えるポイ
ントなど、自宅などでも生かせるポイントが詰
まった制作体験プログラム。出来上がった花手水
は、菊と紅葉まつりの期間中に三の丸庭園内で展
示します。
▼とき　10月 26日（水）、1回目…午後１時～
２時、2回目…午後２時30分～３時 30分
▼ところ　三の丸庭園（弘前城植物園内）
▼対象　親子＝各回４組（１組は４人まで）
※大人だけでも参加できます。
▼参加料　無料（参加者は入園料も無料）
▼持ち物　園芸用はさみ（貸し出しも可）、軍手
※作業しやすい服装で参加を。
▼申し込み方法　10月 24 日（月）
までにオンライン予約ページ（QR
コード）から申し込みを。
※後日、参加の可否をEメールでお
知らせします。
▼問い合わせ・申込先　HIROSAKI_A

エ ア
IR

（樽澤さん、Eメール hirosakiair@gmail.com）

①
入園者数

The number of
visitors

名

□ 弘前市内
in Hirosaki

※弘前市外の方は下記に
　居住地をご記入ください。
※if you don't live in Hirosaki,
please fill in the blanks below.

都道府県 Prefecture
市区町村

City/Ward/Town/Village

③
代表者氏名

Name of
representative of

the group

④ 電話番号
Phone number

<For Those Entering Hirosaki Park>
 Please fill this form to prevent the infection of COVID-19. We use the information
you fill in only for confirming the route of transmission and tourism statistics. This
form will be discarded in a proper way after a month from the day you visit Hirosaki
Park. We never provide the individual information to a third party unless otherwise
required by a law.

 

　来場者　受付用紙
Application Form for Those Entering Hirosaki Park.

② 居住地
Where you live

＜来場される皆様へ＞
新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため、本受付用紙への必要事項の記入をお願いいた
します。取得した情報は、感染経路確認及び観光統計のために使用し他の目的には使用しませ
ん。本受付用紙は来場日から１ヶ月を経過した後に破棄いたします。また、法令等の定めにより
提供を求められた場合を除き当該個人情報を第三者に提供することは一切ございません。

来場日に、風邪症状（発熱、咳、喉の痛み等）、

味覚・嗅覚異常、強い倦怠感はありません。
If you DO NOT have a cold-like symptoms (fever, cough,  sore throat etc.), 

taste/smell disorder, and strong fatigue, please check the box above.

□ ははいい

弘前城菊と紅葉まつり

　来場の際は、事前に上の受付用紙を記入し、切
り取りの上、入場受付場所への持参をお願いしま
す。スムーズな入場のために、皆さんのご協力を
お願いします。

Workshop

ワークショップ

キリトリ線キリトリ線

　毎年多くの観光客が訪れる「弘前さくらまつり」
の魅力を市内外に広く発信するために、ポスター
デザインを募集します。個人・グループ・法人を
問わず応募できます。応募は無料です。
▼応募数　１人（１グループ）につき２作品まで
▼提出物　応募申込書（１作品ごと）と作成した
デザインのPDFデータ、JPGデータの２種類を
EメールまたはCDで提出
※ポスターデザインに採用された作品は、AI、
EPSまたは PSD形式のデータを提出。
▼提出方法　持参またはEメール、郵送（書留）
で提出を。応募作品のデザインの規格や条件など
の詳細は募集要項をご覧ください。

※応募申込書と募集要項は市ホーム
ページ（QRコード）に掲載してい
るほか、観光課（市役所５階）でも
配布しています。
▼賞金　最優秀賞（１作品）…賞金 15万円と特
産品（１万円相当）／優秀賞（２作品）…特産品
（１万円相当）
▼選考　弘前さくらまつり主催４団体等により厳
正に選考し、各賞を決定。作品のデザイン性、表
現性、誘客性などを総合的に選考します。
■問い合わせ・提出先　観光課（〒036-8551、
上白銀町１の１、☎40-0236、Eメールkankou
@city.hirosaki.lg.jp）

弘前さくらまつり弘前さくらまつり
ポスターデザイン募集ポスターデザイン募集

▼▼応募期限応募期限
1111月月3300日日㈬㈬午後5時必着午後 5時必着

33広報ひろさき　２０２２.10.15広報ひろさき　２０２２.10.15

　弘前公園を舞台に、謎解きをしながら散策しよ
う！まつり期間中に参加した人には記念品をプレ
ゼントするほか、さらに全問正解した人から抽選
で、弘前関連の賞品をプレゼントします。
▼とき　まつり期間中の午前９時～午後５時
▼受付場所 市立観光館（下白銀町）他
▼参加料　１組1,500円

　自由広場の『飛翔花朱雀』をバックに投影します。
▼とき　まつり期間中の午後５時 30 分～６時
45分
▼ところ　自由広場（弘前城植物園内）

津軽の物産品販売
▼とき　まつり期間中の午前９時～午後５時
※営業時間を延長する場合があります。
▼ところ　北の郭物産館（本丸北側、有料区域内
〈まつり期間は入園無料〉）

ちびっ子新幹線の運行
　バラ園前では、子どもた
ちに大人気のちびっ子新幹
線を無料で運行します。
▼とき　まつり期間中の午
前９時～午後４時

中濠紅葉観光舟の運航
▼とき　まつり期間中の午前９時～午後５時（最
終乗船は午後４時30分まで）
▼乗船時間　約25分
▼定員　13人
▼料 金　中学生以上＝
1,000 円、小学生以下＝
500円（未就学児は無料）
※未就学児は大人１人につき１人まで。

　弘南鉄道沿線に無料の駐車場を設置します。

■問い合わせ先　地域交通課（☎35-1124）

駐車場名 最寄り駅 収容台数
弘
南
線

①黒石駅臨時駐車場 黒石駅 約 80台
②田んぼアート駅前駐車場
（弥生の里第２駐車場） 田んぼアート駅 約 80台

大
鰐
線

③大鰐温泉駅前駐車場 大鰐駅 約 50台

④温水プール石川駐車場（※） 石川プール前駅 17台

⑤石川駅駐車場 石川駅 約５台

⑥大仏公園第２駐車場 石川駅 約 15台

⑦小栗山農村交流公園駐車場 小栗山駅 約 15台

⑧弘前学院大学構内駐車場（※）弘前学院大前駅 約120台
※利用時間は④…午前９時～午後９時／⑧…10月 29日㈯・
30日㈰、11月３日㈭㈷・５日㈯・６日㈰の午前８時 30
分～午後９時。④・⑧以外は利用時間の制限なし。

土手町循環100円バス
午後８時まで延長運行

10 月 28 日（金）
～ 11 月６日（日）

延長
時間

午後６時 20 分～８時
（20 分間隔）

弘前公園の特別ライトアップに合わせて運行時間を
延長します。ぜひご利用ください。

運行
期間

弘前城菊と紅葉まつり会場図

Other

Park and Ride

Mystery Solving

Projection Mapping

その他

弘南鉄道
パークアンドライド駐車場

弘前公園謎解きイベント

プロジェクションマッピング

2
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Town Information 市政情報

被災者の生活再建
を支援します

早めの水洗化に
ご協力ください

被災者生活再建支援事業助成金

下水道の処理区域が広がります

　８月３日からの大雨被害にあった市民が、生活
を再建するために必要な経費の一部を助成しま
す。該当する人は申請してください。
▼対象　８月の大雨で、居住する家屋が床上浸水
以上の被害を受けた市民で、生活再建のために次
の助成対象物を購入した世帯の世帯主（子育て世
帯以外も対象）
◎助成対象物　畳、カーペット類、寝具、その他
被災により購入の必要があったもの
▼助成金額　１世帯当たり上限５万円

　公共下水道の処理区域が11月１日から広がり
ます。新たな処理区域の皆さんには、下水道の接
続などについてのお知らせを送付しますので、早
めの水洗化にご協力ください。
▼対象　桔梗野５丁目、川合字浅田、一野渡字岡

▼申請方法　12月 28 日（水）までに、印鑑と
預金通帳を持参し、必要事項を記入した申請書、
購入物品の領収書（レシート可、紛失の場合は写
真等）、口座振替依頼書を添えて、こども家庭課（市
役所１階）、各総合支所・出張所に提出を。
※申請書は、こども家庭課、各総合支所・出張所
に備え付けているほか、市ホームページの「８月
３日からの大雨に係る被災者支援」▷「個人向け
支援情報」のページにも掲載しています。
■問い合わせ先　こども家庭課（☎40-3976）

本、一野渡字野尻、大沢字上村元のそれぞれ一部
　水洗化工事に必要な資金の融資あっせん制度な
どがありますので、お問い合わせください。
■問い合わせ先　上下水道部営業課給排水係（岩
木庁舎、☎55-6895）

▶オミクロン株対応ワクチンの接種
　関係省令等が改正され、9月 20日からオミクロ
ン株対応ワクチンの接種が可能となり、当市でも接
種を開始しました。接種対象や接種券などについて
は、次のとおりです。
▼接種対象　12歳以上で次のいずれかの回数のワ
クチン接種（最終接種）が完了してから５カ月以上
経過している全ての人

▼接種場所　市内医療機関
※接種対応医療機関一覧は、接種券に同封するほか、
市ホームページにも掲載しています。

年齢 最終接種回数

12～ 17歳 ２回目または３回目

18歳以上 ２～４回目のいずれか

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ（10月３日時点）
▼接種券　最終の接種（２～４回目接種のいずれか）
から４カ月以上経過した人へ送付します。３～４回
目接種用の接種券を持っている人は、持っている接
種券を使用してください。
※接種間隔は今後変更となる可能性があります。こ
の場合、送付時期も変更します。

▶オミクロン株対応ワクチンの接種回数
　従来型ワクチンの接種回数の違いにより、オミク
ロン株対応ワクチンの接種が３～５回目になる場合
がありますが、いずれの場合でも、現時点ではオミ
クロン株対応ワクチンの接種は１回です。なお、オ
ミクロン株対応ワクチン接種以降は接種券は送付し
ませんのでご注意ください。
※オミクロン株対応ワクチンを１回接種した後のワ
クチン接種は、国で今後検討することとしています。

■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）

▲コロナ
ワクチン
ナビ

利便性の高い立地
の住宅です 弘前駅前北地区都市再生住宅の入居者募集

　JR 弘前駅から徒歩 10 分以内で、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分以内にある、市が管理する
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階建て
設備…オール電化、電気温水器、システムキッチ
ン（IHクッキングヒーター）、温水洗浄便座、エ
アコン、エレベーター、各戸専用物置
▼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／2LDK＝5万9,600円～7万1,300円
※所得額により異なります／別途、月額 2,000
円の共益費が必要です。
▼敷金　使用料の３カ月分
▼その他　駐車場は民間事業者
と別途契約が必要です／入居は
令和９年９月までです／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
ムページで確認してください。
■問い合わせ・申込先　都市計画課（市役所３階、
☎ 34-3233、Ｅメール toshikeikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

学用品費などを
一部援助します 令和５年度就学援助の申請を受け付け中

　経済的な理由で就学が困難な小・中学校の児童
生徒の保護者に対して、学用品費等の就学費用を
一部援助します。申請は随時受け付けていますが、
４月から認定を受けるためには、３月までの申請
が必要です。
▼対象　市立小・中学校に就学する児童生徒の保
護者で、次のいずれかに該当する人
○生活保護が停止または廃止となった人
○世帯全員が市民税所得割非課税の人
※住宅借入金等特別税額控除は適用しません。
○国民年金保険料が全額免除の人
○児童扶養手当の全部支給（一部支給停止されて
いない）を受けている人
○市民税が減免決定された人

　市発注の工事や業務を請け負ったり、市と物品
の売買などをしたりする場合には、市の指名業者
としての登録が必要です。
　令和５・６年度分の市の指名業者登録を次のと
おり受け付けますので、新たに登録を希望する業
者や、現在指名業者として登録され、引き続き登
録を希望する業者は、受付期間内に申請してくだ
さい。

○国民健康保険料が減免決定された人
○そのほか、経済的に就学に困難な状況が認めら
れる人（学校などを通じて確認します）
※市立小・中学校以外に就学の場合も、児童生徒
および保護者が市内に居住している場合は認定で
きることがありますので、お問い合わせください。
▼申請に必要なもの　令和４年１月２日以降に転
入した人は令和４年度所得課税証明書、市民税・
国民健康保険料の減免理由で申請する人は減免決
定通知書
■問い合わせ・申請先　学務健康課（賀田１丁目、
岩木庁舎３階、☎ 82-1643）／学務健康課分室
（市役所１階）
※電話での問い合わせは学務健康課へ。

市の指名業者登録を受け付けます 受付期間　 11月１日㈫～30日㈬受付期間

▼対象　①建設工事／②測量・設計などの建設関
連業務／③製造の請負、物品の売買・賃貸借、警
備・清掃業務などの役務の提供
▼申請方法　市ホームページに掲載する申請の手
引きを確認の上、「指名競争入札参加資格審査申
請書」などの必要書類を提出してください。
■問い合わせ・申請先　契約課契約係（市役所２
階、☎35-1137、☎ 40-7023）
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雪処理にお困りですか？
 

市では、市民の皆さんが冬を安全・安心に過ごせるよう、道路の除排雪に努めてい
ます。しかし、行政の取り組みだけでは、市民の皆さんが満足できる成果を上げるこ
とは難しく、皆さんの協力が必要です。

　住宅街などで雪置き場の不足を解消するた
め、地域住民のための雪置き場として空き地を
無償で貸し付けした場合、この土地に係る翌年
度の固定資産税および都市計画税の３分の１以
内を減免します。

　冬期間の安全・安心な市民生活の確保を図る
ため、生活道路の除雪作業や高齢者等世帯の間
口の雪寄せ処理を行う町会等に対して、小型除
雪機（ハンドガイド）の貸し出しを行います。

　冬期間の生活道路の安全な通行を確保するた
め、市が除雪作業を行う路線以外の生活道路の
除雪を行う町会等に対して報償金を支給します。

　一般除雪により狭くなった生活道路を、除雪
機械や融雪設備を活用して拡幅作業や排雪作業
または融雪活動を行う町会等に対して、燃料費
や電気料の一部を報償金として支給します。

①町会雪置き場事業

③小型除雪機町会等貸出事業 ④町会等除雪報償金

②地域除排雪活動支援事業

市が行う雪対策支援事業

協働による雪対策で
冬を乗り切りましょう

■問い合わせ・申請先　道路維持課（☎32-8555）

STEP
１

STEP
１

STEP
１

STEP
２ STEP

２

申請書を提出
▼申請に必要な書類
❶作業を行う場所がわかる地図
❷要望書（任意の様式）

町会と土地所有者が空き地の
賃貸借契約を結ぶ
※地目が宅地または雑種地で、面積が
おおむね200㎡以上の空き地。

申請書を提出
▼申請に必要な書類
❶作業を行う場所がわかる地図
❷貸出要望書（任意の様式）

※貸出台数に限りがありますので、
貸し出しを希望する町会等は事前に
問い合わせを。

申請書を提出
※提出書類や事業実施要綱は市ホーム
ページに掲載しています。 申請書を提出

※提出書類や事業実施要綱は市ホーム
ページに掲載しています。

現地調査（交付条件の審査）
※報償金は１メートルあたり200円
（年１回を限度として交付）。

STEP
１

STEP
２

▼申請期間　10月 17日～ 11月 25日
▼実施期間　12月１日～令和５年３月31日

　弘前市社会福祉協議会では地区社会福祉
協議会と連携し、高齢や障がいなどで自ら
除雪を行うのが困難な世帯を対象に、地域
住民の助け合いによる「除雪支援事業（ボ
ランティア除雪）」を行っています（事業の
流れは右図を参照）。
※対象世帯の玄関から道路までの通路確保
の除雪に限ります。また、ボランティアの
確保等によって対応できない場合がありま
す。
■問い合わせ先
●弘前地区…弘前市社会福祉協議会（宮園
２丁目、☎33-1161）
●岩木地区…弘前市社会福祉協議会岩木支部（賀田字大浦、☎82-2353）
●相馬地区…弘前市社会福祉協議会相馬支部（五所字野沢、☎84-3373）

社会福祉協議会の除雪支援事業

問い合わせ先へ事前に相談

支給対象となるか確認する
（１）除排雪活動・融雪活動
町会またはそれに準ずる団体
（２）間口等融雪活動
町会が認めた除雪困難者の世帯を含む
３戸以上で組織された団体

　少子高齢化や核家族化の進展、さらには個人の
生活様式の多様化などにより、家族や地域のつな
がりが希薄になっている一方で、暮らしやすい雪
国生活を求める声が多いことから、雪への取り組
みについては今後も強化していく必要がありま
す。しかし、行政の取り組みだけでは、市民の皆

さんが満足できる成果を上げる
ことは難しく、市民および事業
者の皆さんの協力が必要不可欠
です。自助・共助の精神を持って、市民・事業者・
行政がお互いにそれぞれの役割を果たし、協力し
て暮らしやすい雪国生活を実現しましょう。

市民・事業者・行政の協働で暮らしやすい雪国生活の実現を

高齢や障がいなどで
玄関等の雪処理に困っている

市では、高齢者や障がい者などが、大雪により
自宅から出られないなど、緊急時に対応するため、
地区ごとに担当窓口を定めています。雪でお困り
の際は、次の窓口へお問い合わせください。
※なお、高齢者や障がい者などで、自力で道路ま
での間口の除雪作業をすることが困難で、経済的
に余裕がない人は、「社会福祉協議会の除雪支援
事業」を活用してください。
●弘前地区…高齢者＝介護福祉課（市役所１階、
☎ 40-7114）／障がいのある人＝障がい福祉課
（市役所１階、☎40-7036、40-7122）
●岩木地区…岩木総合支所民生課（賀田１丁目、

☎82-1628）
●相馬地区…相馬総合支所民生課（五所字野沢、
☎84-2113）

自宅の雪処理に困っている

●除排雪をお願いしたい…シルバー人材センター
に依頼（有料）
▼受付時間　午前８時30分～午後５時15分
■問い合わせ先　シルバー人材センター（南袋町、
☎ 36-8828、土・日曜日、祝日、12 月 29 日
～翌年１月３日は休み）
※屋根の雪下ろしは行っていません。また、シルバー
人材センターの会員が少ない地区など、依頼場所に
よっては対応できない場合があります。
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広報ひろさきに掲載した
各種催しについて

　広報ひろさきに掲載した各種
催しや教室などは、新型コロナ
ウイルスの感染予防と拡大防止
の観点から、中止や内容が変更
となる場合がありますので、ご
了承ください。詳しくは市ホー
ムページまたは各問い合わせ先
で確認を。
　催しなどに参加する際は、マ
スクを着用するなど、感染症対
策へのご協力をお願いします。

イベント

　弘前れんが倉庫美術館にな
る前の吉井酒造煉瓦（れん
が）倉庫で開催された展覧
会「YOSHITOMO NARA + 
graf A to Z」。その準備の様
子から展覧会開催に至るまでの
500日間を収めた、93分間の
ドキュメンタリーです。
▼とき　① 10月 21日㈮、午
後７時から／②10月22日㈯、
午前 10 時から／③ 10 月 22
日㈯、午後３時から／④ 10
月 22日㈯、午後７時から
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）スタジオB
▼定員　各回20人
※ QR コードまたは
電話で申し込みを。

上映会『NARA：奈良美智
との旅の記録』

▼鑑賞料　一般＝ 1,000 円／ 
H-MOCAメンバーズ・大学生
＝800円／高校生以下＝無料
※席に余裕がある場合は当日券
を販売します。
■■問問弘前れんが倉庫美術館（☎
32-8950）

幻想的な日本庭園を散策して
みませんか。
▼とき　10月22日㈯・28日
㈮・29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)

【第 10 回文学忌「高木恭造」】
　高木恭造に関する特別展示を
行います。
▼とき　10 月 23 日㈰～ 30
日㈰
※忌日の23日は観覧無料。午
前10時から、２階ラウンジで
弘前文学会による朗読会を開催。

【北の文脈文学講座】
▼とき　11月 19日㈯
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　『一戸謙三を読む』
▼講師　船越素子さん（詩人）
▼定員　15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
～共通事項～
▼観覧料　高校生以上＝ 100
円、小・中学生＝50円
※障がい者、65歳以上の市民、
市内の小・中学生や外国人留学
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・

藤田記念庭園の夜間開園

郷土文学館の催し

住所を確認できるものの提示を。
■■問問 10月 19日㈬の午前９時以
降に、郷土文学館（下白銀町、
☎37-5505）へ。
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

　日本のモダニズム建築の旗手
前川國男。彼が手掛けた、市内
に残る８建築作品の写真パネル
等を展示します。
▼とき　① 10 月 26 日㈬～
31日㈪の午前９時～午後９時
／②11月２日㈬～７日㈪
▼ところ　①まちなか情報セン
ター（土手町）２階交流室／②
ＪＲ弘前駅（表町）自由通路１
階中央口側エスカレーター付近
■■問問都市計画課（☎34-3219）

　子育て世代からシニア世代、
学生等の多世代が交流・活躍で
きる催しです。
▼とき　10月 27日㈭
　　　　午前10時～正午
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）
▼内容　無料おさがり交換、子
どもの遊び場スペース、各種ワ
ークショップ
▼入場料　無料
※ただし、ワークシ
ョップ参加には各
500円かかります。
　予約を優先しま
す。詳細はQRコー
ドから確認を。
■■問問しののベース（角田さん、☎
090-4830-1584）

▼とき　10月 29 日㈯、午前
10時～11時30分（小雨決行）

前川建築パネル展

しののフェス in 宮川

「世界一の桜並木」植樹会

▼集合場所　やすらぎの駐車帯
（百沢字裾野、岩木山総合公園
から嶽方面へ約１㎞ 、ログハウ
ス風トイレが目印）
▼植樹場所　やすらぎの駐車帯
から地蔵茶屋付近
▼内容　オオヤマザクラの植樹
※苗木の根元に土を入れる作業
／使用するスコップは主催者で
準備します／植樹者名などを記
載したプレートを後日設置。
▼植樹本数　10本程度（個人
またはグループでの申し込み）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　10 月 24 日
（月・必着）までに、はがきか
ファクスまたは Eメール（代
表者の住所・氏名・年齢・電話
番号を記入）で申し込みを。申
し込み多数の場合は抽選の上、
10月 25日㈫に当選者にのみ
通知します。
■■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）

　園内は 22日から 30日まで
ハロウィーン一色！お化けカボ
チャの飾り付け等で皆さんを迎
えます。
①数量限定！カボチャのランタ
ン作り
▼とき　10月 29日㈯
　　　　午後1時～ 2時
▼定員　20組（先着順）
▼参加料　500円
②特大カボチャの重さ当てクイ
ズ
▼ と き　10 月 29 日 ㈯・30
日㈰、午後2時から
▼参加料　無料
～①・②共通事項～

弥生いこいの
Halloween-week

▼ところ　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）ハイランド
ハウス前
※イベント内容は変更する可能
性があります。
■■問問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

　昔ながらの伝統作品や現代流
にアレンジしたものなど、津軽
らしい作品を展示・販売します。
▼とき　10 月 29 日㈯～ 11
月 13日㈰の午前10時～午後
５時
▼ところ　市立観光館（下白銀
町）２階工芸品展示スペース
▼出展内容　こぎん、あけびづ
る、ガラス、木工、りんご染め
■■問問市立観光館（☎37-5501）

　消防活動の体験などを通し
て、地域の中でできる防災活動
について考えてみませんか。
▼とき　10月 30日㈰
　　　　午前10時～午後4時
▼ところ　えきどてプロムナー
ド、弘前駅前公園ほか
▼内容　消防団活動体験、消防
団協力事業所資機材の展示、救
命救急体験、消防団ＰＲ（消防
ポンプ車、こども消防車、まと
いなどの展示）
■■問問 防災課消防団係（☎ 40-
7117）

　市内の中学・高校生の実行委
員が子どもの目線で企画した、
子どものためのお祭りです。
▼とき　11月３日㈭㈷
　　　　午前11時～午後３時
▼ところ　中央公民館岩木館

津軽ひろさき彩
いろ

いろ展
～工芸の伝統と新しい風～

消防団ふれあいフェア

第 59 回弘前市子どもの祭典

（賀田１丁目）
▼テーマ　「共創」
▼内容　体験コーナー（しおり
作り、アートバルーンなど）、
舞台発表（ダンス、劇、津軽弁
など）、子どもの作品展示会と
作品の表彰式、大抽選会（子ど
もは全員参加可）
▼入場料・体験料　無料
■■問問弘前市子どもの祭典実行委
員会事務局（中央公民館内、☎
33-6561、 ■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は
休み）

【りんごの身体測定をしてみよ
う！】
　木の太さや土の温度、りんご
の大きさなどを測ってりんごの
身体測定をするほか、晩生種の
りんごの収穫体験も行います。
▼とき　11月５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
▼定員　12人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　500円
■■問問りんご公園（☎36-7439）

あっぷるクラブ PART ５

▲ LINE

▲インスタ
　グラム

緑の相談所の催し

【展示会】
●盆友会秋季展
10月28日㈮～11月３日㈭
㈷、午前９時～午後４時
●錦石展示会
11月４日㈮～７日㈪
午前9時～午後4時

【弘前城植物園で今月見られ
る花】
シュウメイギク、ホトトギス、
キク、フジバカマなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737）

Halloween-week

について考えてみませんか。
▼
　　　　午前10時～午後4時
▼
ド、弘前駅前公園ほか
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▼とき　11 月５
日 ㈯・６日 ㈰、
午前 10 時～午後
４時
▼ところ　イオンタウン弘前樋
の口（樋の口２丁目）ライトオ
ン前特設会場
▼内容　若手介護福祉士と介護
福祉学生によるトークセッショ
ン＝５日の午後１時～２時、ミ
ニ講座「介護と防災を考える」
＝６日の午後１時～１時 30
分、展示相談会「歯の健康と介
護予防」、福祉〇×クイズ、介
護福祉機器・用品体験・相談コ
ーナーほか
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弘前医療福祉大学短期大学部
（☎27-1001）

　木育インストラクターと一緒
に、さまざまな木製玩具に直接
触れて遊ぶことができます。
▼とき　11月３日㈭㈷、①午
前 10時～正午、②午後１時～
３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼対象　どなたでも（小学生ま
では保護者同伴）
※事前の申し込みは不要（人数
制限あり）。
▼参加料　無料
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154）

　『半七捕物帳（はんしちとり
ものちょう）』で知られる岡

弘前医療福祉大学短期大学部
介護フェスタ

木育ひろば

岡本綺堂生誕 150 年記念
特別共演『修禅寺物語』

本綺堂（おかもときどう）は
1872（明治５）年に生まれ、
今年で生誕150年となります。
それを記念して、代表作である
『修禅寺物語』の薩摩琵琶の新
曲披露や戯曲のリーディング等
を行います。
▼とき　11月６日㈰
▼ところ　旧石戸谷家住宅（堀
越城跡ガイダンス施設、川合字
岡本）
▼内容　第 1部（午後 1時～
2時）…戯曲『修禅寺物語』朗読、
演者＝劇団「ひろさき演人」／
第 2 部（午後 2 時 30 分～ 3
時 30分）…薩摩琵琶の新曲「修
禅寺物語」等弾き語りと弘前藩
に伝わる錦風流尺八の演奏、演
奏＝平尾鶴朋さん
▼観覧料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問史跡堀越城跡管理事務所（☎
26-2950）

▼とき　11月 13 日㈰、午後
2時～ 4 時（開場は午後 1時
30分）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼講師　上野千鶴子さん（社会
学者、東京大学名誉教授、ウィ
メンズアクションネットワーク
理事長）
▼定員　120人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼ 申 し 込 み 方 法
10 月 24 日㈪の午
前 8 時 30 分から、
電話か窓口、QRコードで申し
込みを。
　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。

上野千鶴子ブックトーク
「最期まで在宅おひとりさま
で機嫌よく」

■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154、午前 8時 30分～午後
9時）

　落ち葉狩り、焼き
芋作りをします。
▼ と き　11 月 13
日㈰、午前10時～正午
▼ところ　こどもの森（坂元字
山元、久渡寺境内）
▼対象　小学生以上＝ 20人程
度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　手袋、飲み物、替え
の下着・靴下、雨具
■■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）

　世界文化遺産である能と狂言
の世界に触れてみませんか。
▼とき　11月 19日㈯
　　　　午後1時開演
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▼演目　仕舞（岩船・紅葉狩・
善知鳥）、狂言（伯母ケ酒）、舞
囃子（屋島）、能（小袖曽我）
▼出演　能＝上野朝彦さん、上
野雄介さんほか（観世流）／狂
言＝善竹隆司さんほか（大蔵流）
▼観覧料　一般＝ 4,000 円、
高校生以下＝2,000円
▼チケット取扱所　まちなか情
報センター（土手町）、中三弘
前店（土手町）、さくら野百貨
店弘前店（城東北 3丁目）、ヒ
ロロ（駅前町）インフォメーシ
ョン、弘前芸術鑑賞会事務局（百
石町）
■■問問 弘前能楽体感座（篠崎さ
ん、☎ 37-5184、■■ＥＥ family.
shinozaky@nifty.com）

落ち葉であそぼう！

みんなで能に触れてみよう！

教室・講座

①衣替えが楽になる！クローゼ
ット整理
　整理収納の基
本の考え方や、
簡単に衣替えが
終わるコツを紹介します。
▼とき　10月 29日㈯
　　　　午前10時～正午
②年末の大掃除が楽になる！キ
ッチン収納
　キッチン収納の例を紹介しな
がら、掃除が楽になる仕組みを
考えます。
▼とき　11月 12日㈯
　　　　午前10時～正午
～①・②共通事項～
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）スタジオA
▼講師　岡部あつこさん（整理
収納アドバイサー）
▼定員　各5人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　各 1,500 円（テキ
スト代を含む）
■■問問弘前れんが倉庫美術館（☎
32-8950）

【日本を知り、世界を知る】
　青森や世界の人々の文化や営
みについて考えてみませんか。
▼とき　11月３日㈭㈷
　　　　午後１時～４時10分
▼ところ　弘前大学人文社会科
学部棟（文京町）４階多目的ホ
ール
▼内容と講師　①「昔からそう
言う」とは限らない青森方言…
講師＝新永悠人さん（人文社会

家事楽を叶える！
簡単片付け講座

弘前大学人文社会科学部
国際公開講座 2022

科学部准教授）／②出稼ぎとい
う働き方～青森県沿岸地域を事
例に～…講師＝葉山茂さん（同
学部准教授）／③ソクラテスと
クリトン～ギリシア哲学がわた
したちに語りかけてくるもの～
…講師＝今井正浩さん（同学部
教授）
▼定員　50人
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
■■問問弘前大学人文社会科学部（亀
谷さん、☎ 39-3233〈10 月
25日以降に対応可〉、■■ＥＥ kame
ya.m@hirosaki-u.ac.jp）

　「今、地域で考え、世界で行
動するとはどういうことか？」
を大きなテーマに、講義を実施
します。
▼とき・内容

【第１回】11 月７日㈪、午後
２時～４時 45分…地域は「文
化資源」にどう向き合うか？…
講師＝関根達人さん（人文社会
科学部教授）、山田嚴子さん（同
学部教授）

【第２回】11 月 14 日㈪、午
後１時 30分～４時…グローバ
リゼーションの中で地域につい
て学ぶことの意義を考える…講
師＝髙瀬雅弘さん（教育学部教
授）、小瑶史朗さん（同学部教授）

【第３回】11月 24日㈭、午後
１時～４時…世界で生き残れる
地域の産業…講師＝内山大史さ
ん（地域社会研究科教授）、佐々
木純一郎さん（同研究科教授）
▼ところ　土手町コミュニティ
パーク
※アップルストリームによるオ
ンライン配信も実施。
▼定員　会場＝ 20人／オンラ
イン＝無制限
▼参加料　無料

弘前大学大学院地域社会研究
科　令和４年度公開セミナー

※ただし、オンライン参加の場
合の通信料は自己負担。
▼申し込み方法
地域社会研究科
ホームページ（QR
コード）から申し
込みを。
■■問問弘前大学大学院地域社会研究
科（☎39-3230）

【岩木山の恵み
を楽しもう！第３弾　～もっと
聞きたい山の世界～】
▼とき　11月５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）
▼講師　相馬芳廣さん（メープ
ルハウス山村²オーナー）
▼対象　中学生以上＝50人
▼受講料　無料
▼申し込み方法　10 月 28 日
㈮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。受講
者にははがきで受講票を送りま
すので、当日持参を。
■■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/）

柴田学園大学短期大学部
特別公開講座

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　164,381人
 　男  　  75,400人 　男  　  75,400人
 　女 　女 　    　   88,981人88,981人

令和４年９月１日現在（推計）令和４年９月１日現在（推計）
・世帯数  71,099世帯　・世帯数  71,099世帯　

（-146）（-146）
（-44）（-44）
（-102）（-102）
（-64）（-64）
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休日在宅当番

内　科
診療時間…午前９時～正午

11／6 伊東クリニック
（元大工町）

☎32-0630

13 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

20 沢田内科医院
（茂森新町１）

☎37-7755

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
11／13 松本眼科（三岳町）☎31-3211
27 よしだ耳鼻科・小
児科（中野２）

☎33-2306

歯　科
診療時間…午前９時～正午

11／3 デンタルオフィス
よしだ（早稲田３）

☎26-2525

６ いちむら歯科医院
（取上２）

☎31-0756

13 くりの木デンタル
クリニック（新町）

☎88-7676

20 弘前インター歯科
クリニック（石川
字平岡）

☎55-8214

23 杉山歯科クリニ
ック（泉野２）

☎55-0811

27 あまない歯科医院
（神田１）

☎88-6400

◎ 予定が変更となる場合がありますの
で、受診の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確認を。

◎ 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。

　①休日…午前 10 時～午後 4 時
　②夜間…午後 7 時～ 10 時 30 分
　※夜間は内科と小児科のみ診療。
◎ 休日当番の割り当てがない日や急

患診療所の受付時間外は、医療機
関紹介電話（☎ 32-3999）へお電
話ください。

●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　11 月８日㈫・22 日
㈫、午前10時～ 11時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼内容　カイロプラクティック
療法による、ボディコントロー
ルバンドを使った体のバランス
を整える運動
▼講師　三上孝正さん（カイロ
ハウスみかみ）
▼対象　65歳以上の市民＝各
日12人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　内履き、タオル、飲
み物
※動きやすい服装で参加を。
■■問問８日開催分は 10月 20日㈭
から、22 日開催分は 11 月３
日㈭㈷から、温水プール石川
（☎49-7081）へ。

　視覚や聴覚に障
がいがある人やシ
ニアの人に iPad
を教える人を育成
します。
▼ と き　11 月 14 日㈪・22
日～令和５年２月７日の毎週火
曜日（12月 27日、１月３日・
10日を除く）、午後６時30分
～８時 30分（全 10回）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼講師　高森三樹さん（あおも
り IT 活用サポートセンター理
事）
▼定員　10人（先着順／期間

健康サポート教室
～体のゆがみ改善～

障害者・シニアの方に
iPad を教える人財育成講座

中は iPad を貸し出します）
▼受講料　無料
■■問問 11月９日㈬までに、高森さ
ん（☎ 090-9742-6430、■■ＨＨ
http://w3a.in）へ。

①ひろみちお兄さんの「親子体
操普及員養成講座」
　親子体操の普及と子育て世代
や子どもの健康づくりを目的と
した養成講座です。
▼とき　11月 19 日㈯、午前
９時～午後５時 15分／ 11月
20日㈰、午前９時～午後３時
▼定員　50人
▼参加料　5,000円
②ひろみちお兄さんの「親子体
操教室」
　親と子が協力ま
たは競い合いなが
ら体を動かし、心と体の健康度
を上げる体操（運動）教室です。
▼とき　11月 20 日㈰、午前
９時45分～ 10時 45分
▼対象　県内在住の未就学児
（3 ～ 5 歳）とその保護者＝
70組
▼参加料　親子 1組 1,000 円
（傷害保険料を含む）
～①・②共通事項～
▼ところ　青森中央学院大学
（青森市横内字神田）
▼講師　佐藤弘道さんほか
　詳細は青森県医師会健やか
力推進センターホームページ
（http://www.aomori.med.
or.jp/common/sukoyaka.
html）をご覧ください。
■■問問 11月 4日㈮までに、ホー
ムページに掲載の申込書をＥメ
ールかファクスで青森県医師
会健やか力推進センター（☎
017-763-5590、■■ＦＦ 017-763-
5591、■■ＥＥ sukoyaka-kensyu
2@lily.ocn.ne.jp）へ。

青森県医師会健やか力推進
センターの教室・講座

   

 その他

　りんご作業の基礎的な知識や
実技を学ぶための研修会です。
▼とき　10月 29日㈯
　　　　午後２時～３時30分
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）旧小山内家住宅
▼内容　年間のりんご作業の流
れ、りんご収穫作業の実習、り
んご生産現場の労働条件等につ
いて
▼講師　県りんご協会職員、市
内ＪＡ職員
▼定員　20人
▼参加料　無料
▼持ち物　作業用手袋、雨がっ
ぱ（雨天時）
▼申し込み方法　10 月 27 日
㈭までに農政課へ申し込みを
（氏名・電話番号・りんご作業
経験の有無をお知らせくださ
い）。
※託児サービスあり（希望者は
研修申し込みの際に申し出を）
／手伝い先を紹介する無料職業
紹介所を設置／収穫したりんご
は持ち帰り可（個数制限あり）。
■■問問農政課地域経営係（☎ 40-
7102、■■ＦＦ 32-3432、■■ＥＥ nousei
@city.hirosaki.lg.jp）

▼とき　10月 29 日㈯、午前
９時 30分開始（なくなり次第
終了）
※午前９時から、図書館正面玄
関前で整理券を配布（先着順）。
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼冊数　１人６冊（同タイトル
３冊まで、付録２点まで）

女性向けりんご研修会

雑誌のバックナンバーを
無料で提供

※持ち帰り用袋の持参を。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

　申し込みの際は、催事名称・
内容・希望会場・希望日程など
を明確にして、各施設窓口で申
し込みを。複数名での同じ催事
の重複申し込みは受け付けませ
ん。なお、公共団体などの行事
が予定されている日は使用でき
ません。

【市民会館（下白銀町）】
○仮申し込みの受け付け（抽選
あり、大ホールのみ）
11 月 1 日㈫～ 18 日㈮の午
前9時～午後5時
※希望が重複した場合は、12
月 6 日㈫の午前 10 時から同
館で抽選。
○一般受け付け（大ホールを含
む全ての会場）
12 月 7日㈬の午前 10時から
先着順で、窓口または電話で受
け付け。
■■問問市民会館（☎ 32-3374、第
3月曜日は休み）

【弘前文化センター（下白銀町）】
　令和 5年 4月からリニュー
アルオープン予定です。休館中
の３月までは文化振興課で仮予
約を受け付けます。
○仮申し込みの受け付け（抽選
あり、大ホール、小ホール、美
術展示室のみ）
11 月 1日㈫～ 18日㈮に、E
メ ー ル（hirosaki-bunka@
hi-it.jp）または文化振興課
窓口（市役所 4階、平日の午
前 9時～午後 5時）で受け付
け。申請書は市ホームページ
（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/hirosakibunka/）
に掲載。
※希望が重複した場合は、12
月 6 日㈫の午前 11 時から市

令和５年度　市民会館などの
会場使用申し込み受け付け

民会館（下白銀町）で抽選。
○一般受け付け（全ての会場）
12 月 8 日㈭の午前 9 時から
先着順で、3月まではEメール
（hirosaki-bunka@hi-it.jp）
または電話（☎ 33-6571）、
ファクス（■■ＦＦ 33-6570）で仮
予約として受け付け。
※本予約は 4月以降、弘前文
化センターの窓口で。
　リニューアルオープン後の予
約は、弘前文化センターの窓口
または電話で受け付け。
■■問問 3 月まで…文化振興課（☎
40-7015）／ 4月以降…弘前
文化センター（☎ 33-6571、
第 3火曜日は休み）

【百石町展示館（百石町）】
○仮申し込みの受け付け（抽選
あり）
11 月 8 日㈫～ 19 日㈯の午
前9時～午後5時
※希望が重複した場合は、上半
期分は 12 月 6 日㈫、下半期
分は 7日㈬の午前 10 時から
同館で抽選。
○一般受け付け
12 月 15日㈭の午前 9時から
先着順で、窓口で受け付け（12
月20日㈫からは電話でも可）。
■■問問百石町展示館（☎31-7600）

【市民文化交流館（駅前町）】
○仮申し込みの受け付け（抽選
あり、4 階ホールのみ）
11 月 3 日㈭㈷～ 18 日㈮の
午前8時 30分～午後 9時
※希望が重複した場合は、12
月 3日㈯の午前 10 時から同
館で抽選。
○一般受け付け
4 階ホールは令和 5年度分の
予約を、多世代交流室は令和5
年 4 月分の予約を、それぞれ
令和 5年１月 5日㈭の午前 8
時 30分から先着順で、窓口ま
たは電話で受け付け。
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154）

耳鼻いんこう科・眼科
10／30 さとう耳鼻咽喉

科医院（田園４）
☎27-8733

訂正のお知らせ
　広報ひろさき 9月 15日号に掲載し
た当番表に誤りがありました。お詫び
して訂正いたします。正しくは次のと
おりです。
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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

　10 月 17 日～ 23 日の「行
政相談週間」にちなみ、行政相
談委員（総務大臣が委嘱する民
間有識者）による行政相談所を
開設します。
相談料は無料
で、秘密は厳
守します。
▼とき　10 月 18 日㈫～ 23
日㈰の午前10時～午後３時
※17日㈪は休館日。
▼ところ　市民生活センター
（駅前町、ヒロロ３階）
▼内容　役所の仕事（道路・河
川、年金、医療保険、老人福祉、
登記、労働基準、雇用保険、自
動車検査・登録、窓口サービス
など）についての苦情や意見・

行政相談週間に
無料行政相談所を開設

要望など
※毎週水曜日に、同じ時間・場
所で行政相談所を開設していま
す。
■■問問市民生活センター（☎ 33-
5830）／青森行政監視行政相談
センター（☎0570-090110）

　司法書士が相談員となって、
本人や親族等の不安や相談に電
話、Web または直接面談で応
じます。
▼とき　11月５日㈯
　　　　午前10時～午後３時
▼相談専用電話番号　☎ 017-
752-0440
※当日のみの専用番号。
▼ Web・面談の申し込み方法
　青森県司法書士会ホームペー

司法書士に聞いてみよう！
相続・登記・成年後見相談会

ジの専用予約フォームから
▼相談料　無料（ただし、具体
的な手続きが必要な場合は別途
費用がかかります）
■■問問成年後見センター・リーガ
ルサポート青森支部（☎ 017-
775-1205）

　「空き家・空き地」の売買・
賃貸・管理・リフォーム・相続
等の相談に、宅地建物取引士や
すまいアップアドバイザー（建
築士）、司法書士が応じます。
▼とき　11 月 6 日㈰、午前
10時 30 分～午後 2時（正午
～午後0時 30分を除く）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室１
▼相談料　無料
▼その他　事前の予約を推奨。

空き家の相談会

▼出願受付期間　11月７日㈪
～18日㈮
▼選考日　12月 17日㈯
▼合格発表　12月 22日㈭
※出願書類は、10月 14 日㈮
以降に各学校ホームページに掲
載。
■■問問弘前大学教育学部附属小学校
（☎32-7202）、附属中学校（☎
32-7201）

▼とき　11月２日㈬、午後６

弘前学院聖愛中学校
学校説明会

予約無しでも受け付けします
が、待ち時間が生じる場合があ
ります。
■■問問青森県宅地建物取引業協会
（☎017-722-4086）

【附属小学校】
▼出願受付期間　10 月 17 日
㈪～11月４日㈮
▼選考日　12月３日㈯
▼合格発表　12月９日㈮

【附属中学校】

弘前大学教育学部附属小学
校・中学校の入学者選考

時30分～７時 30分
▼ところ　市民会館（下白銀町）
中会議室
▼対象　聖愛中学校受験を考え
る小学生（学年問わず）とその
保護者
▼内容　学校説明、
個別相談
▼申し込み方法　電
話またはホームペー
ジ、公式 LINEで申
し込みを。
■■問問弘前学院聖愛中学
校（ ☎ 87-1411、
■■ＥＥ jimu@seiai.ed.jp）

各種スポーツ・体操教室など

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ピラティ
ス教室

10 月 31 日～ 11
月 28 日の毎週月
曜日、午後７時～
８時

克雪トレーニン
グセンター（豊
田２丁目）トレ
ーニング室

ピラティスの基
本動作

一般＝各回
15人

１回 500円
（傷害保険料
を含む）

克雪トレーニングセン
ター（☎27-3274）へ。

②水泳教室
（クロール）

11月８日～ 25日
の毎週火・金曜日、
午後１時～２時

温水プール石川 クロールの呼吸
練習

クロールを
25m 以 上
泳げない市
民＝15人

無料

10月 30日（日・必着）
までに、温水プール石
川（〒036-8123、小
金崎字村元 125、☎
49-7081）へ。
（※１）

③かけっこ
教室

11 月 10 日～ 12
月５日の毎週月・
木曜日、午後４時
30分～６時

河西体育センタ
ー

走る・跳ぶなど
の全身運動、音
楽に合わせての
ジャンプトレー
ニング等

市内の小学
生＝ 30 人
程度

無料

10月 28日（金・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）（※３）

④なぎなた
教室

11 月 12 日～ 12
月 17 日、１月 21
日 ～ ２ 月 18 日、
３月４日～ 25 日
の毎週土曜日（３
月 18 日を除く）、
午後２時～４時

弘前B&G海洋
センター（八幡
町１丁目）武道
館

初心者…基礎技
術、礼儀礼節の
習得／経験者…
レベルアップを
目標とした稽古

小・中学生
＝20人

3,500円
（傷害保険料
を含む）

弘前B&G海洋センタ
ー（☎33-4545）へ。

⑤プールで
筋トレ・脳
トレ水中ウ
ォーキング
教室

11 月 17 日～ 12
月 22 日の毎週木
曜日、午後１時30
分～２時30分

河西体育センタ
ー

水中ウオーキン
グの基本から応
用まで、水中で
のストレッチ等

市民＝ 15
人程度 無料

10月 28日（金・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）（※４）

（※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）…室内用シューズの持参を。／（※３）…なわとびの持参を。／（※４）…水着、水泳帽の持参を。
共通事項…飲み物、汗拭きタオルなどを持参し、運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入してください。詳しく
は各施設に確認を。

「こそもり」合同企業説明会「こそもり」合同企業説明会
　女性を積極的に採用している企業
が参加します。
▼とき　11 月９日㈬、正午～午後
３時（受け付けは午前11時30分～）
▼ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▼出展内容　企業 10 社程度、保育
園相談、キャリアコンサルタントに
よる個別相談、履歴書のポイント講
座など
▼対象　未就業の女性
▼参加料　無料（入退場自由／当日
参加可／前日までの予約で粗品をプ
レゼント）
▼参加特典　プロによる証明写真撮
影会（定員 20 人／予約者優先）、
メイクアップセミナー
※ブースを３つ以上回ってスタンプ
を集めると、就活応援グッズをプレ
ゼント。
▼その他　無料託児付き・オンライ
ンによる参加も可（いずれも６日前
までに要予約）／雇用保険受給中の
求職活動実績として認められます

（オンラインを除く）。
■■問問 こそもり事務局（I・M・S 内、
☎ 32-5801）

就労に関するお知らせ

求人説明会・ミニ面接会求人説明会・ミニ面接会
　市内企業の人事担当者が仕事内容
などを伝えます。求職中であれば誰
でも無料で参加でき、面接も可能で
す。
▼とき　11 月４日㈮・25 日㈮、
午後１時 30 分～４時 30 分（受け
付けは午後１時～）
▼ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▼参加企業数　３社程度（予定）
▼定員　20 人程度
▼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
※電話での申し込みも可／ハローワ
ークに未登録の人も参加可／雇用保
険受給者は雇用保険受給資格者証の
持参を／参加企業は青森労働局また
は市ホームページで確認を／ UJI
ターン求職者はスカイプ（インター
ネットによるテレビ電話）での面談
も可（７日前までに要申込）。
■■問問 I・M・S（弘前就労支援センタ
ー内、☎ 55-5608、■Ｆ 55-5607）

ひろさき就職説明会＆面接会ひろさき就職説明会＆面接会
　企業の人事担当者と面接ができる
ほか、仕事内容等の相談もできます。
▼とき　11 月 18 日㈮、午後１時
～４時（受け付けは午後０時 30 分
～３時）
▼ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▼参加企業数　15 社程度
▼対象　市内の事業所に就職を希望
し、ハローワークに求職登録してい
る人（当日の登録も可）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要／入退場自
由。
▼持ち物　履歴書、ハローワーク受
付票（ハローワークに求職登録して
いる人）
※雇用保険受給者は雇用保険受給資
格者証の持参を／参加企業は青森労
働局または市ホームページで確認を
／ UJI ターン求職者はスカイプ（イ
ンターネットによるテレビ電話）で
の面談も可（事前の申し込みが必要）
／当日はヒロロ３階の託児室を利用
可（要予約）。
■■問問 I・M・S（弘前就労支援センタ
ー内、☎ 55-5608、■Ｆ 55-5607）

▲ホームページ

▲ LINE



■編集発行■編集発行　弘前市企画部広聴広報課　〒　弘前市企画部広聴広報課　〒 036036--85518551　弘前市大字上白銀町　弘前市大字上白銀町 11--1　1　☎☎ 3535--11111111　ファクスファクス 35 35--00800080
■■ホームページホームページ   http://www.city.hirosaki.aomori.jphttp://www.city.hirosaki.aomori.jp　■　■公式フェイスブック  公式フェイスブック  https://www.facebook.com/hirosakicityhttps://www.facebook.com/hirosakicity
※「広報ひろさき」は市の主な施設や市内の金融機関、郵便局、スーパーマーケットなどにも備えてあります。

N
o.400

広
報
ひ
ろ
さ
き
は
環
境
に
や
さ
し
い

イ
ン
キ
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

Q
R
コ
ー
ド
は
（
株
）
デ
ン
ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

2022

10
/15

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

10／15
・

10／16

全国伝統こけ
し工人フェス
ティバル
（黒石市）

全国の伝統こけし工
人が一堂に集結。特
徴ある全国各地のこ
けしの展示即売会を
行います。

津軽こけし館
（☎ 54-8181）

10／21
〜
11／６

中野もみじ山
の紅葉

紅葉の景勝地として
知られる中野もみじ
山。見頃は10月中旬
～ 11月上旬です。

黒石市観光課
（☎ 52-2111）

10／22 ひらかわ
文化財講座

ゲストスピーカーを
招き、世界遺産平泉
についての講演会を
行います。

平川市郷土資料館
（☎44-1221）

10月下旬
・

11月下旬

ひらかわ
トラックマー
ケット

食ラボひらかわと平
川市文化センター駐
車場にて、地元の旬
の農産物等を販売す
る朝市を開催します。

平川市農林課
（☎ 44-1111）

11／10
〜

11／27
平川市民
文化祭

平川市文化センター
にて、市民の作品展
示・舞台発表などを
行います。

同実行委員会
（☎ 44-1221）

11月中旬 齋藤浩レコード展

弘前市のレコード店
店主、齋藤浩氏が所
有するレコードジャ
ケットを展示します。

平川市郷土資料館
（☎44-1221）

11／19
・

11／20
黒石
りんごまつり

りんごの即売会や黒
石ならではのふるさ
と物産展などを開催
します。

同実行委員会事務
局（☎52-2111）

とき

11／19
・

11／20
まるごと大鰐
秋の感謝祭

大鰐でしか「買えな
い」「味わえない」、
希少性をコンセプト
に「大鰐ならでは」
のものを一堂に集め
たイベントです。

まるごと大鰐実
行委員会（☎55-
6561）

11／19
・

11／20
第10回ふじ
さき秋まつり

藤崎町の二大特産品
である「りんご」と
「米」の収穫感謝祭で
す。楽しいイベント
が満載です。

同実行委員会事務
局（☎88-8258）

11／19
・

11／20
収穫感謝祭＆
シクラメン市

シクラメン等の花々
を展示販売します。
会場周辺の出店では
軽食等も販売します。

田舎館村役場企
画観光課（☎58-
2111）

11／26
・

11／27
第49回
町民祭

町民の活動や成果を
披露。農産物や地元
食材などの販売コー
ナーもあります。

板柳町総務課
（☎ 73-2111）

11月下旬
〜

２月中旬
（予定）

ひらかわイル
ミネーション
プロムナード

中央公園等をイルミ
ネーションでライト
アップ。台湾提灯や
竹キャンドルも見ら
れます。

平川市商工観光課
（☎44-1111）

12／17
（予定）

大鰐温泉スキ
ー場開き（オ
ープニングセ
レモニー）

初心者から上級者ま
で楽しめるスキー場
がオープン！お子さ
んに限り、先着 100
人にお菓子をプレゼ
ントします！

大鰐温泉スキー
場管理事務所
（☎ 49-1023）

岩 木 文 化 祭

2022

募集出店者・参加者

岩木文化祭運営委員
会（中央公民館岩木
館内、☎ 82-3214）

問い合わせ・申込先

　ふろしき１枚分（2.5
㎡程度）のフリーマーケ
ット。１人１区画で、先
着順（15区画）です。
▼ところ　岩木文化セン
ター・ホワイエ（屋内）
▼出店料　500円

　絵画や書道、手芸
などなんでもＯＫ！
皆さんの趣味を発表
する場です。
▼ 作 品 搬 入　11 月
24日㈭～ 26日㈯の
午前９時～午後３時

　歌や踊り、楽器演奏
などジャンルは問いま
せん。10 分以内で演
技できるものを募集し
ます。
▼発表時間　午前 10
時～午後４時

とき 11月27日（日）

ところ
岩木文化センター「あそべーる」、
中央公民館岩木館（いずれも賀田１丁目）

10月17日㈪～26日㈬

申込受付期間ふろしき市 作品展示 芸能発表


