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「広報ひろさき」録音版を希望する人は広聴広報課（☎ 35・1194）までお知らせください。
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「広報ひろさき」録音版を希望する人は広聴広報課（☎ 35・1194）までお知らせください。「広報ひろさき」録音版を希望する人は広聴広報課（☎ 35・1194）までお知らせください。

弘前版 図柄入りナンバープレートデザイン案

人気投票開始 !
弘前になるりんご

弘前城・桜色のお堀と岩木山

お城と桜

こぎん（藍）
岩木の投影

　市では、西目屋村と連携して「弘前版図柄入りナン
バープレート」の導入を目指しています。図柄デザ
インを今年の８～９月に募集し、集まった応募作品
の中から、弘前ナンバーデザイン案選考委員会が「候
補デザイン」５作品を選考しました。この中から最優
秀賞・優秀賞を決める人気投票を行いますので、市
民の皆さんの投票をお願いします。最優秀賞に選ばれ
た作品は、弘前ナンバー導入実行委員会の決定をもっ
て、国への提案デザインに採用されます。
▽投票期間　10月 15日～ 26日

▽投票方法
○市ホームページでインターネット投票
○次の場所で投票（受付時間は各施設の開設時間）　
市民課総合案内、岩木・相馬総合支所総務課、市民課
駅前分室・城東分室、各出張所、市立図書館、市立観
光館、観光案内所（JR弘前駅１階）、弘前バスターミ
ナル、弘前城植物園、津軽藩ねぷた村
※実際の候補デザインの色は市ホームページまたは投
票場所のポスター・チラシで確認できます。
■問い合わせ先　都市政策課（☎35・1102）

　市が提供するWi-Fi サービスが新しくなり、通信速
度の向上や認証の簡略化などで、インターネットをさ
らに快適に利用できるようになります。
▽サービス名　HIROSAKI Free Wi-Fi
▽利用開始日　10月 19日（金）～
▽使用可能な施設　弘前公園／市民会館／市立博物
館／市役所／相馬庁舎／観光案内所（JR弘前駅 1階）
／弘前バスターミナル待合室／市立観光館／太宰治
まなびの家／旧笹森家住宅／旧伊東家住宅／旧岩田
家住宅／岩木山神社前公衆トイレ／藤田記念庭園／
弘前文化センター／百石町展示館／まちなか情報セ
ンター／高岡の森弘前藩歴史館

※機器の位置や樹木・壁などの障害物の影響で、電波
の届かない場所があります。
▽利用時間　各施設により異なります。（弘前公園屋
外は午前5時～午後5時まで利用可能）
▽利用上の注意　簡単に使えるよう通信の暗号化は
行っていませんので、クレジットカード番号・各種
ID・パスワードなどの重要な情報を送受信する場合
は、利用者自身の責任でご利用ください。
　接続方法や利用規約など、詳しくは市ホームページ
（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/
wi-fi/）をご覧ください。
■問い合わせ先　情報システム課（☎35・1133）

市のW
ワ イ フ ァ イ

i-Fiサービスが新しくなります！

利用
無料

通信速度
アップ !

認証も
　　簡単♪

（※） （※）メールアドレスか SNS アカウントの登録が必要です。
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　ねぷた絵と菊人形のコラボレーション
　三の丸庭園に設けられる菊人
形ゾーンでは、「弘前城を造った
男　津軽信建（のぶたけ）」をテー
マに、ねぷた絵と菊人形がコラ
ボレーション。庭園を借景した
豪華な演出は見応え十分です。
　そのほか、子どもに人気の動物
をかたどったトピアリー（造形菊）や動物ふれあいコー
ナー、たるを使った遊具などを設置します。

　ちびっ子新幹線を無料運行
　生垣見本園前では、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。また、自由広場には動物
ふれあいコーナーや豪華な「菊の五重塔」を設置し、
さまざまなイベントを開催します（下表参照）。
　このほか、市民参加の市民菊花展や、日曜日には三
の丸庭園で、市内４流派の協力による抹茶接待を行い
ます（有料）。
▽とき　10 月 19 日～ 11 月 11 日の午前９時～午
後４時（抹茶接待は日曜日の午前９時～午後３時まで）
▽ところ　弘前城植物園（弘前公園内）

　今年も弘前城植物園をメイン会場に「弘前城菊と紅葉
まつり」を開催します。
　皆さんに好評のちびっ子新幹線を運行するほか、土・
日曜日、祝日のコンサートなどイベントが盛りだくさん。
秋色の弘前公園に家族みんなでおいでください。

　ねぷた絵と菊人形のコラボレーション
　三の丸庭園に設けられる菊人

　ちびっ子新幹線を無料運行
　生垣見本園前では、子どもたちに大人気のちびっ子

会期：10月 19日～11月 11日

※料金の（　）内は10人以上の団体料金。

　入園券の発売は午後４時30分まで。

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上）310円（250円）
子供（小・中学生）100円（ 80円）

※ 65歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留
学生、市内外の障がい者は無料。身分を証明できる
ものを提示してください。

弘前城菊と紅葉まつり（植物園）入園料

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上）310円（250円）
子供（小・中学生）100円（ 80円）

※ 65歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留
学生、市内外の障がい者は無料。身分を証明できる
ものを提示してください。

本丸・北の郭　入園料

午前９時～
　　午後５時

大人（高校生以上）510円（460円）
子供（小・中学生）160円（130円）

共通（植物園／本丸・北の郭／藤田記念庭園）入園料

まつりメイン会場案内図

　桜・紅葉特別ライトアップ
　夜には公園内の紅葉をライトアップして幻想的に演
出します。
▽期間　10月 19日～ 11月中旬の日没～午後９時

　桜守による古木・名木鑑賞ツアー
　チーム桜守が弘前公園内の古木・名木や見所につい
て解説します。
▽とき　11月３日（土・祝）、午前10時～
▽集合　緑の相談所（弘前公園内）
▽定員　30人（先着順）
▽参加料　無料（ただし、本丸・北の郭または弘前城
植物園の入園料が必要）
■問い合わせ先　公園緑地課（☎33・8739）

　弘前公園観光人力車
▽とき　11月 11日（日）までの午前10時～午後３
時30分
▽乗車コース（片道）　弘前公園下乗橋～追手門また
は東門または中央高校口　
▽乗員　２人
▽料金　１台3,000円　

　観光ボランティアガイド
　弘前観光ボランティアガイドの会が弘前公園を案内
します。追手門と東門付近に詰め所がありますので気
軽にご利用を。
▽案内時間　午前９時～午後５時（受け付けは午後４
時まで）
▽案内範囲　弘前公園内
▽ガイド料　無料
■問い合わせ先　弘前観光ボランティアガイドの会
（弘前観光コンベンション協会内、☎35・3131）

　弘南鉄道大鰐線の利用者は入園料が無料
　弘前城菊と紅葉まつり期間中、弘南鉄道大鰐線の利
用者は、中央弘前駅改札口で発行される「乗車証明書」
を券売所に提出すると、まつり期間中、弘前城植物園、
弘前城本丸・北の郭、藤田記念庭園の３施設の入園料
が無料（乗車当日に限る）になります。
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

土手町循環 100 円バス

夜８時まで延長運行

11月１日～11 日運行
期間

延長
時間

夜６時～８時
（15 分間隔）

弘前公園の特別ライトアップに合わせて土手町循環
100 円バスの運行時間を延長します。ぜひご利用く
ださい。

土手町循環 100 円バス　弘前公園観光人力車
▽とき

　観光ボランティアガイド
　弘前観光ボランティアガイドの会が弘前公園を案内

弘南鉄道大鰐線の利用者は入園料が無料
　弘前城菊と紅葉まつり期間中、弘南鉄道大鰐線の利

まだまだ

ある！ イベント盛りだくさん！

■問い合わせ先　市立観光館（下白銀町、☎37・5501）

※写真はイメージです。

◎会場はすべて植物園です。

開催日 時間 イベント名

10月 19日（金）
午前９時 30分～
（開会式終了後）

開会式アトラクション
「大開保育園」鼓笛隊

10月 20日（土）
午前 10時 30 分～「高杉保育園」和太鼓披露

午後２時 30分～ 「木原たけし」歌謡ショー

10月 21日（日）
午前 10時～、
午後１時～

お城で YOSAKOI

10月 27日（土）

午前 10時 30 分～ まんじ社中　民謡ショー

午後１時～ 「木村誠」歌謡ショー

午後２時 30分～
「高瀬まみ＆オダギリユタカ」☆二人の歌
謡笑☆「紅葉見に行こうようコンサート」

10月 28日（日）

午前 10時 30 分～「夢弦会」津軽三味線披露

午後１時～ 「木田俊之」歌謡ショー

午後２時 30分～ 津軽笛　佐藤ぶん太、の世界

11月３日（土・
祝）

午前 11時～ 津軽手踊り披露

午後１時 30分～ 「黒石八郎」ショー

11月４日（日）
午前 11時～ 木庭袋靖子箏演奏披露　　

午後１時 30分～ 「リンゴミュージック」LIVE

11月 10日（土）

午前 10時 30 分～ 桑田マキ＆田中けいと　歌謡ショー

正午～ 忍者ショー＆手裏剣体験

午後１時 30分～ 「小山内創祐」LIVE

11月 11日（日）
午前 10時 30 分～ 郷土芸能披露

午後１時 30分～ ジャズライブ

10月22 日～11
月９日の平日

午後１時 30分～ 「和三絃會」津軽三味線ライブ

※屋外ステージのため、悪天候などで変更・中止になる場合があります。

イベントスケジュール

　秋田犬がやってくる！
　秋田犬が大館市からやってきます。
▽とき　10 月 19 日～ 21日の午前
10時～正午、午後１時～午後３時
▽ところ　弘前城植物園内

　「津軽ひろさき検定」コラボクイズラリー
　「津軽ひろさき検定」とコラボしたクイズを解きな
がら、植物園内を散策するクイズラリーを実施します。
完走者先着１万人に記念品をプレゼントするほか、さ
らに抽選で、弘前関連の賞品をプレゼントします。

　アップルパイ食べ比べ
　植物園南案内所喫茶処と弘前公園北の郭内喫茶コー
ナーで、アップルパイの食べ比べプレートとコーヒー
のセットメニューを提供します（有料）。

　藤田記念庭園夜間開園
▽とき　10月 19日・20日・26日・27日、11月
２日・３日・９日・10日、午後５時～８時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）洋館（藤田謙一
資料室）、高台部、低地部
▽入園料　大人＝310円、子ども＝100円
■問い合わせ先　藤田記念庭園（☎37・5525）

　まちなかクラフト村
　「弘前工芸舎・秋限定企画展」
　津軽の秋を感じられる工芸品を展示販売します。
▽とき　10 月 19 日～ 11 月 11 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、考古館内）
２階ギャラリースペース
■問い合わせ先　商工政策課物産振興担当（☎ 35・
1135）

　青森大学忍者部 忍者ショー＆手裏剣体験
　忍者部によるアクロバティックなステージパフォー
マンスは必見！ステージパフォーマンス終了後には、
手裏剣（ゴム製）体験を行います。
▽とき　11月 10日（土）、正午～（約15分）
▽ところ　弘前城植物園内ステージ付近

　秋の運行初 !! 弘前公園中濠紅葉観光舟
　和船に乗り、お濠めぐりを楽しむことができます。
▽とき　10月26日～11月４日、午前９時～午後４時
▽ところ　弘前公園東内門石橋付近
▽料金　中学生以上 1,000 円／小学生 500 円／就
学前無料（大人１人につき１人まで）
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市政情報
Town Information

■問い合わせ先　人事課人事評価担当（☎35・1119）

10月から市の組織を一部改正10 月から
変更しました

区　分 部課名 内　容
部名の変更 企画部 ・経営戦略部を企画部に変更
課名の変更・係の新設 秘書課 ・政策推進課を秘書課に変更

・政策推進担当と秘書担当を統合し、秘書係を設置
課名の変更 人事課 ・人材育成課を人事課に変更

企画課 ・ひろさき未来戦略研究センターを企画課に変更

　経済的理由により就学が困難な小・中学校児童生徒
の保護者に対して、学用品費などの就学費用を一部援
助します。
　援助を受けるためには、申請して審査を受ける必要
があります。申請は随時受け付けていますが、４月か
らの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
※市立小・中学校以外に就学している場合でも、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。
○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

平成31年度就学援助申請を受け付け中

※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
○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）
▽申請に必要なもの　印鑑、平成30年１月２日以降に
転入した人は平成30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（岩木庁舎３階、
☎82・1643）／学務健康課弘前分室（市役所１階）
※電話での問い合わせは学務健康課へ。

　弘前市成人式プログラムに掲載する有料広告を募集
しています。広告内容は式典プログラムの性格上、一
定の条件がありますので、市ホームページでご確認く
ださい。
▽配布日　平成31年１月 13日（日）
▽配布予定枚数　1,500枚
▽掲載規格など　８枠（縦45㎜以内×横85㎜以内）

※募集枠数を超える応募があった場合は、市内に主た
る事業所を有する掲載希望者を優先し、抽選により決
定します。
▽掲載料　5,000円
▽申込期限　11月 15日（木）
■問い合わせ・申込先　生涯学習課（岩木庁舎２階、
☎82・1641）

弘前市成人式プログラムに掲載する有料広告
を募集します

【町会雪置き場事業】
　住宅地に空き地を所有している人が地域の雪置き場
として町会と無償契約を締結し、空き地を貸し付けした
場合に､固定資産税などの３分の１以内を減免します。
【地域除雪活動支援事業】
　除雪機械や融雪設備を活用し、一般除雪によって狭
くなった生活道路の拡幅作業や排雪作業または融雪活

町会雪置き場事業・地域除雪活動支援事業共助による快適
な雪国生活を

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。
～共通事項～
▽申請期間　11月１日～ 26日
▽実施期間　12月１日～平成31年３月 31日
■問い合わせ先　道路維持課（茜町２丁目、☎ 32・
8555）

学用品費などを
一部援助します

有料広告を掲載
しませんか

注意 カード番号を教えると、カードの中のお金を抜き取られてしまいます。
カード番号は絶対に教えないでください！

○○料金に関する
訴訟最終告知のお知らせ

・・・・・・・
・・・・・・・
取り下げ最終期日
平成●●年●月●日

はがき

　有料動画の未納料
金が発生しています。
　本日中に連絡がな
い場合、法的手続き
に移行します。

このようなはがきや電子メールなどが来ても、
身に覚えがないときは「無視」！
書かれている電話番号にかけたり、メールを
開いたりしないようにしましょう。

電子メール
SMS

　「おかしいな！」と思ったら、各地の消費生
活センター（☎ 188、最寄りの消費生活セン
ターにつながります）や警察（#9110）にご
相談ください。
■問い合わせ先　市民生活センター（☎ 34・
3179）

要注意！
最近増えてい

る

詐欺の手口で
す

コンビニなどでプリペイドカード
（電子マネー）を購入して、カード
は手元においていいからカー
ドの番号だけ教えてね。

※課の場所の変更はありません。

特殊詐欺・架空請求にご注意を！

その請求、身に覚えありますか？

相馬地区地域おこし協力隊を募集地域活性化に
取り組みます

　都市部の人材の移住・定住を促し、地域の活性化を
図るため、相馬地区で活動する地域おこし協力隊員を
募集しています。
▽活動内容　

【必須内容】市ホームページ内の相馬地区ホームペー
ジやSNS等を活用した相馬地区の情報発信

【選択内容】以下から中心的活動内容を選択（複数可）。
①地域女性グループと連携した農産物加工品の開発
②地域女性のネットワークづくりや活躍の場の創出
③地域の教育、スポーツ振興に関する活動
④地域行事・コミュニティに係る支援活動
⑤農業の振興に関する活動 
⑥上記以外の活動で相馬地区の地域おこしに寄与する
ものとして熱意をもって取り組むもの
▽募集人員　１人
▽募集期限　12月 28日（必着）
▽活動期間　採用の日（来年４月ごろ）から１年間（最
長３年まで継続）
▽報酬　市非常勤職員として月額16万６,000円

▽応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、郵送また
は持参を。
※応募用紙・募集要項は、市ホームページに掲載して
いるほか、企画課（市役所２階）で配布しています。
※市民は応募できません（応募要件は募集要項を参
照）。
▽選考方法　第１次選考…書類審査の結果を１月中旬
に文書で通知／第２次選考（第１次選考合格者のみ）
…面接を２月中旬に市内で実施
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ・提出先　企画課人口減少対策担当
（〒036・8551、上白銀町１の１、☎40・7121）
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鷹ヶ丘老人福祉センター作品展

▽とき　10 月 22 日～ 24 日の午
前 10時～午後５時（初日は正午か
ら、最終日は午後４時まで）
▽ところ　百石町展示館
▽内容　「生きがい教室」（絵画・俳
句・短歌・書道）の作品展示
■問鷹ヶ丘老人福祉センター（☎
32・7260）

こども絵本の森の催し

◎ 2018 秋の読書週間「ホッと一
息本と一息」イベント
▽とき　10 月 27日～ 11月９日、
午前10時～午後６時
▽ところ　閲覧室
▽内容　みんなでたくさんのりんご
をみのらせよう！（皆さんに好きな
絵本を紹介してもらい、展示・貸し
出しをします）／気分は魔法使い♪
ほうきに乗ってハイポーズ！
※撮影機器は各自持参を。
◎えほんのもりのおはなしかい秋ス
ペシャル
▽とき　11 月 10 日（土）、午前
10 時 30 分～ 11 時＝乳幼児向け
／午前 11 時～ 11 時 30 分＝小学
生向け
▽ところ　おはなしコーナー
▽内容　“秋”の絵本・紙芝居・パ
ネルシアター・手遊びなど
■問こども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階、☎35・0155）

弘前マイスターワークショップ
in 津軽の食と産業まつり
【消しゴム印製作体験】
▽とき　10 月 27 日（土）、午前
10時 30分～、午後１時 30分～、
午後３時～
▽講師　太田秀穂さん
▽参加料　500円
【フラワーアレンジメント製作体験】
▽とき　10 月 28 日（日）、午前
10時 30分～、午後１時～
▽講師　佐藤令枝さん
▽参加料　1,000 円
～共通事項～

▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽定員　各回10人（先着順）
※所要時間は30～ 40分程度。
■問商工政策課（☎35・1135）

弥生いこいの Halloween

　職員が魔女やドラキュラに仮装す
るほか、馬車なども仮装してイベン
トを盛り上げます。魔女に会ったら
合言葉を言ってお菓子をもらおう！
▽と き　10 月 27 日・28 日の午
前９時～午後４時30分（雨天決行）
▽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
▽内容　数量限定！カボチャのラン
タン作り（28日の午後１時～２時、
300 円）／特大カボチャの重さ当
てクイズ（両日の午後２時～、無料）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

県民と警察の音楽の集い

　青森県警察音楽隊による定期演奏
会です。弘前南高校との合同演奏も
あります。
▽とき　10月 28日（日）、午後１
時30分～（午後１時開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽入場料　無料（整理券が必要）
※整理券は青森県警察本部、県内各
警察署、市民会館で配布。
■問青森県警察本部広報課音楽係（☎
青 森 017・723・4211、 内 線
2182、2183）

多胎児の家族の交流会
『ふたごちゃん☆みつごちゃん
と家族のつどい』

▽とき　10月 28日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　みどり保育園（吉野町）
▽内容　読み聞かせユニット「フレ
ンズ」、多胎児家族の体験談、フリー
マーケット、子育て相談など
▽対象　多胎児を妊娠している人、
未就学の多胎児を育てている家族
※当日参加も可能ですが、なるべく
事前に申し込みを。みどり保育園園

こどもの森 10 月の行事

◎木の実・草の実展
　久渡寺山山麓の秋の木や草の実を
展示します。
▽とき　10 月７日～ 21 日、午前
８時30分～午後４時30分
▽観覧料　無料
■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）

鳴海要記念陶房館の催し

◎電動ロクロを体験しませんか？
▽とき　10 月 19 日～ 21 日の午
前 10時～午後３時
※所要時間約45分。予約優先。
▽内容　電動ロクロを使った器作り
▽講師　小山陽久さん、佐藤学さん
（津軽千代造窯）
▽対象　小学生以上
▽参加料　1,600 円（材料費含む）
◎雪雄子舞踏ワークショップ
▽とき　10月 24日（水）、午後１
時30分～３時 30分
▽参加料　1,500 円（飲み物付き）
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

藤田記念庭園夜間開園
　菊と紅葉まつり期間の夜間開園を
実施します。ライトアップされた幻
想的な空間で紅葉を見ながら散歩し
ませんか。
▽と き　10 月 19 日・20 日・26
日・27日、11月２日・３日・９日・
10日の午後５時～８時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）洋館（藤田謙一資料室）、高台部、
低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子ども
＝100円
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

舎前の駐車場が利用できます。
■問みどり保育園地域子育て支援セン
ター（☎32・0510）

地域資源レポート巡回写真展

　住民の皆さんが普段の何気ない生
活で撮影した写真（地域資源）を紹
介する写真展を開催します。
▽とき　10 月 30日～ 11月５日、
午前８時30分～午後９時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階大
町側エスカレーター前
▽観覧料　無料
※巡回日程は津軽広域連合ホーム
ペ ー ジ（http://tsugarukoiki.
jp/）で確認を。
■問津軽広域連合総務課総務企画係
（☎31・1201）

津軽塗技術保存会
「秋の特別発表会」
▽とき　11 月１日～ 11 日、午前
10時～午後３時
▽ところ　旧紺屋町消防屯所
▽内容　津軽塗作品等の展示・販売、
津軽塗に関する解説パネルの展示、
伝承者養成研修の一般公開（木曜日
の午前のみ）
■問津軽塗技術保存会事務局（教育委
員会文化財課内、☎82・1642）

第 22 回 津軽塗フェア

▽とき　11 月２日～４日、午前９
時 30分～午後５時 30分（最終日
は午後４時まで）
▽ところ　市立観光館（上白銀町）
１階多目的ホール
▽内容　津軽塗の展示・販売、津軽
塗研ぎ出し体験、修理再生相談コー
ナー
▽入場料　無料
■問青森県漆器協同組合連合会（神田
２丁目、☎35・3629）

郷土文学館ラウンジのひととき

▽とき　11月３日（土・祝）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）

▽内容　藤田晴央、自作を語る～朗
読と講話　三好達治賞受賞作　詩集
「夕顔」の世界
▽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。年齢や住所を確認で
きるものの提示を。
■問郷土文学館（☎37・5505）

おとなの朗読会～ 2018 秋～

▽とき　11月 3日（土・祝）
　　　　午後２時～
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　講師による小説の朗読会
▽対象　市民＝40人
▽参加料　500円
※事前の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

第 57 回
弘前市子どもの祭典
　市内の中学生と高校生の実行委員
が子どもの視点で、子どもたちに楽
しんでもらえるプログラムを企画す
る、年に１度のお祭りです。今年は
教育フェスティバルとの併催で、学
校紹介パネル展も行います。
▽とき　11 月３日（土・祝）、午
前９時30分～午後３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽テーマ　「The Power of Smile
～始まる新しい祭典～」
▽内容　午前＝開会式、子どもの作
品展示会と優秀作品表彰式、教育
フェスティバルとのコラボ企画によ
る舞台発表／午後＝体験コーナー
（押し花のしおり作り、プラ板作り、
アートバルーン体験など）、お楽し
み抽選会、閉会式
▽入場料　無料
▽その他　公共交通機関で来場を／
会場で飲食の販売はありません。
■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、火曜日は休み）

あずましフェスタ 2018
～地域を支える車大集合～
　普段は入れない JR弘前運輸区の
特別公開と JR・弘南鉄道の鉄道車
両をはじめ、陸上自衛隊や消防・救
急車両の展示などを行います。ま
た、各会場でスタンプを集めると景
品がもらえますので、ぜひご来場く
ださい。
▽とき　11月３日（土・祝）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　JR弘前運輸区、弘南鉄
道弘前駅・城東口緑地・自由通路
▽その他　イベント内容や展示内
容が変更になる場合があります／
駐車場はありませんので、公共交通
機関などをご利用ください／トイ
レは弘前駅のトイレをご利用くだ
さい／スタンプラリーは景品がな
くなり次第終了します。
■問弘前駅自由通路等にぎわい創出
事業実行委員会（下白銀町、弘前観
光コンベンション協会内、☎ 35・
3131）

秋の出会いはここでしょう！
　ホテルバイキング＆ワ
インで、すてきな出会い
をみつけませんか。
▽とき　11月４日（日）、
午前９時～午後２時30分
▽ところ　青森ワイナリーホテル
（大鰐町島田字滝ノ沢）
※ JR弘前駅城東口から送迎あり。
▽内容　グラウンドゴルフ、ランチ
＆スイーツバイキング（アルコール
提供あり）、フリータイム
▽対象　弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村に在住・在勤する 20歳代
～ 40歳代の結婚を希望する独身男
女＝各10人
▽参加料　3,500円
▽申込期限　10月 26日（金）
※申し込み方法など、詳しくは市
ホームページで確認を。
■問ひろさき広域婚活支援事業実行
委員会イベント担当（大鰐町役場企
画観光課内、☎48・2111）

 イベント
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ELMインフォメーション
■問わらび座東北・北海道事務所（☎
仙北市0187・44・3332〈午前 9
時～午後6時〉、日曜日は休み）

「庭木を守る雪囲い」教室

▽とき　10 月 27 日（土）、午前
10時 30分～ 11時 30分ごろ
※雨天の場合は翌日に延期。
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽講師　三浦造園１級造園技能士
▽対象　市民＝10人
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手（あればせん定ばさ
みなど）
※事前の申し込みは不要。
■問瑞楽園（☎96・2744）

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　10月 27日（土）、午前９
時 30分～ 11時（受け付けは午前
９時から）
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部棟（小比内３丁目）
▽内容　講演「入浴・清潔保持の介
護」
▽受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前医療福祉短期大学部（公開講
座委員、成田さん、☎27・1001）

落語教室

【落語体験教室】
　プロのはなし家から落語を習って
みませんか。
▽とき　10月 27日（土）、午後 2
時～ 5時、午後6時～ 9時 
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第３和室 
▽参加料　１回2,000円 
【噺家から教わるコミュニケーショ
ン講座「焦点」】
▽とき　10月 28日、11月 18日
の午後２時～４時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽内容　はなし家から、初対面の人
との打ち解け方など、コミュニケー
ションのコツを学びます。

▽参加料　１回500円
▽チケット取扱所　中三弘前店、ヒ
ロロ、市立観光館、まちなか情報セ
ンター、弘前文化センター、市民会
館
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。
～共通事項～
▽講師　桂歌若さん
■問弘前男女らくご振興協会（三浦さ
ん、☎携帯090・9741・6739）

第２回市立博物館歴史講座

▽とき　10月 28日（日）
　　　　午後２時～３時ごろ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　考古学からみた津軽の古
代・中世
▽講師　工藤清泰さん（日本考古学
協会会員）
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（観覧料が必要）
▽申し込み受け付け　10月16日～
■問市立博物館（☎ 35・0700、午
前８時30分～午後５時）

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し
◎ワラ円座作り教室
　お米を収穫した後の稲わらを使っ
て、円座を作ってみませんか。
▽とき　11月３日（土・祝）
　　　　午前９時30分～午後３時
▽講師　尾崎行雄さん
▽対象　中学生以上＝10人
▽持ち物　昼食、飲み物、汚れても
よい服装
▽申し込み受け付け　10月21日～
◎裂き織りでチャームを作ろう
　古くなった布や着なくなった服を
再利用してチャームを作ってみませ
んか。
▽とき　11月 10日（土）
　　　　午前９時30分～正午
▽講師　石田美津子さん
▽対象　小学生以上＝ 15人（小学
生は保護者同伴）
▽持ち物　大きめのフォーク、ハン
カチや手拭いなど不要になった布
▽申し込み受け付け　10月 28日～
～共通事項～
▽ところ　弘前地区環境整備セン

ヒロロスクエアのイベント

【きものの日～時代（とき）をつな
ぐきものショー～】
　子どもから大人まで楽しめる「き
ものショー」です。
▽とき　11月 10日（土）、午後２
時～（午後１時30分開場）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ4階）
▽観覧料　無料
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員
会事務局（市民文化交流館内、☎
35・0154、午前８時 30分～午後
９時）

第 16 回文化センター
フェスティバル
　弘前文化センター（下白銀町）で
活動している文化グループによる催
しです。
▽日程と内容　作品展示…11 月
17 日～ 19 日の午前 10 時～午後
４時（19日は午後３時まで）／ホー
ル発表…11 月 18 日、午後１時～
３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽入場料　無料
▽その他　参加グループなどは中央
公民館内の掲示または、ホームペー
ジ（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/chuokominkan/） を
ご覧ください
※３歳以上の子どもの託児（有料）
を準備しています。希望者は問い合
わせを。
■問中央公民館（☎ 33･6561、火曜
日は休み）

わらび座ミュージカル「ブッダ」

　手塚治虫原作の「ブッダ」のミュー
ジカルです。
▽とき　11月 26日（月）、午後 6
時 30分～（開場は午後6時）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽入 場 料（ 全 席 指 定 ）　前売り
=5,000 円、当日=5,500 円　
※未就学児は入場不可。
▽入場券取扱所　弘前文化セン
ター、市民会館、さくら野弘前店、

タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388〈午前９時～午
後４時〉、月曜日は休み）

弘前市民のための英語セミナー

【我が津軽、我が故郷―Show and 
Tell】
　ネイティブの先生から基本的なプ
レゼンテーション方法を学び、自身
の「故郷」の名物や特産品などを紹
介してみませんか。
▽とき　11月３日（土・祝）
　　　　午後２時～５時ごろ
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）２階イングリッシュ・ラウン
ジ
▽講師　弘前大学イングリッシュ・
ラウンジの外国人教員、日本人教員
▽対象　国際交流に関心がある人＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　10 月 26 日まで
に、郵送、電話、ファクスまたはE
メールで申し込みを。
▽その他　英語を話せない人も参加

可。参加者に見せたい物や写真を持
参してください。
※詳しくはホームページ（http://
culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/
EL/Welcome.html）で確認を。
■問弘前大学学務部教務課教務グ
ループ（☎ 39・3106、 ■Ｆ 34・
6974、■Ｅ jm3106@hirosaki-u.
ac.jp）

弘前大学人文社会科学部
国際公開講座 2018
【文化の日は、弘前大学へ行こう！】
　人文学研究の「今」をわかりやす
くお伝えします。日本や世界の文化・
歴史を再発見してみませんか。
▽とき　11 月３日（土・祝）、午
前10時～午後４時30分
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
（文京町）４階多目的ホール
▽内容　講演「Exploring English 
Grammar（英語文法を探求する）」、
「歴史を動かした青森の馬」、「古代
ローマの怖い絵－初期キリスト教美
術の残虐場面－」、招待講演「大名
の読書と学問－津軽信政の蔵書をめ
ぐって－」、特別講演「朝鮮燕行使

と通信使の世界」
▽定員　100人
▽参加料　無料（入退場自由）
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（古川さん、尾崎さん、
☎ 39・3198、平日の午前 10 時
15分～午後５時）

陶芸体験教室

　初心者でも簡単に作れて、楽しみ
ながら陶芸を体験できます。
▽と き　11 月 10 日、12 月 1 日
の午前９時～正午
※２日で１セットの教室です。
▽ところ　裾野地区体育文化交流セ
ンター（十面沢字轡）体験学習室
▽内容　手ろくろによる器の成形と
色付け
▽講師　神恭彦さん
▽定員　10人（先着順）
▽参加料　500円
▽持ち物　　ふきん（雑巾）２枚、
汚れても良い服装
▽申し込み期限　11月９日（金）
■問裾野地区体育文化交流センター
（☎99・7072、月曜日は休み）

 教室・講座
 

 

【将棋教室、プロ棋士指導対局会】
▽とき　11月 10日（土）
▽講師　行方尚史八段、西尾明六段、
奈良岡実青森県将棋連盟師範 ほか
※①～③いずれも事前の申し込みが
必要。
①入門教室

▽時間　午後２時～３時30分
▽対象　これから将棋を覚えたい小
学生から高校生までの児童・生徒と
その家族＝30人（先着順）
▽参加料　無料

②レベルアップ教室
▽時間　午後２時～３時30分
▽対象　棋力向上を目指す小学生か
ら高校生までの児童・生徒＝ 30人
（先着順）
▽参加料　無料
③指導対局会
▽時間　午後４時～５時30分
▽対象　プロ棋士の直接指導を望む
人＝30人（先着順）
▽参加料　1,000 円（高校生以下
は無料）
【記念大会】
▽とき　11月 11日（日）、午前10
時～（受け付けは午前９時30分～）
▽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　行方尚史八段
▽参加料　1,500 円（高校生以下
は500円）
※事前の申し込みは不要。
▽賞　各クラス３位まで入賞／Ｃク
ラス優勝者には初段位授与
※対局が早く終わった人はプロ棋士
の指導対局が受けられます。

～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）

将棋名人戦
弘前対局記念イベント
■問青森県将棋連盟（☎青森017・775・7744）
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※詳しくは弘前大学人文社会科学部
地域未来創生センターホームページ
（http://human.cc.hirosaki-u.
ac.jp/irrc/）で確認を。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）／弘前大学人文社会
科学部地域未来創生センター（☎
39・3198）

生涯骨太クッキング講座

▽とき　11 月 16 日、12 月７日、
平成31年１月 11日
※時間はいずれも午前 10時～午後
１時。３回で１セットの講座です。
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階栄養指導室
▽内容　食と健康づくりの講話、乳
製品を使った調理実習、試食
▽講師　食生活改善推進員
▽対象　市民＝15人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角巾、はし、
筆記用具
▽申し込み方法　10月31日（必着）
までに、往復はがきに必要事項（住
所・氏名・年齢・電話番号・講座名）
を記入し、健康づくり推進課「生涯
骨太クッキング講座」係（〒 036・
8711、野田２丁目７の１）へ。
■問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

東北女子短期大学公開講座

▽日程　① 11 月 17 日・12 月８
日、午前９時～ 11 時 30 分、②・
③ 12 月８日、午前 10 時～ 11 時
30 分、④ 12 月 15 日、午前９時
30分～午後１時、⑤平成 31年１
月 19日、午前 10時～午後１時
▽ところ　東北女子短期大学
▽内容　①「つまみ細工」をしてみ
ませんか、②「足ふぱり」は本当なの

か～津軽人の性格・気質を心理学的に
探る～、③自分のからだの状態を知
りましょう～肩甲骨まわりを整える
～、④おいしい津軽のおかずを作りま
しょう、⑤離乳食の基本と応用（３）
～家庭で活かせるアドバイス～
▽対象　①・③・④＝一般・高校生
（③は肩に痛みのない人）、②＝どな
たでも、⑤保育施設の給食担当者
▽定員　①・②・⑤＝ 20人、③＝
10人、④＝ 30人
▽受講料　①＝ 300 円、②・③・
⑤＝無料、④＝500円
▽申し込み方法　10月 17日から、
ホームページ、はがき、電話、ファ
クスまたはEメール、（住所・氏名・
電話番号・希望講座名を記入）で申
し込みを。受講者には、はがきで受
講票を送付しますので、当日持参を。
■問東北女子短期大学地域文化セン
ター公開講座係（〒036・8503、上
瓦ケ町 25、☎ 32・6151、■Ｆ 32・
6153、■Ｅ tibunken@toutan.ac.jp、
■Ｈ http://www.toutan.ac.jp ）

弘前記念病院市民公開講座
2018「冬こそロコモ予防」
　ロコモティブシンドローム（通称
ロコモ）とは骨関節・筋肉等の運動
器障害により要介護になる可能性が
高い状態のことをいいます。まずは
ロコモについて知ることから始めま
せんか。
▽とき　11月 17日（土）、午後２
時～４時（開場は午後１時30分）
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク内、コミュニケーションプラザ１
階多目的ホール
▽内容　講演「冬こそロコモ予防」
…講師・鹿内利弥さん（弘前記念病
院理学療法士）、実技「ロコトレ指導」
…講師・佐藤誠剛さん（同理学療法
士・アスレチックトレーナー）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　11月 10日（土）、午後１
時30分～３時 30分
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽テーマ　「不登校からはじまる当
事者活動」～不登校は不幸じゃない
in 弘前の経緯とそれから～
▽講師　斎藤美佳子さん（ひろさき
親と子の不登校ほっとスペース き
みだけ）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

地域未来創生塾＠中央公民館

　大学教員・学生の話題提供や資
料を使って、今後の地域づくり活
動に役立つ全 10回の講座やワーク
ショップを行っています。
▽日程と内容　第 3回「共生社会
を実現するために」＝ 11月 14日
（水）…講師・澤田真一さん（弘前
大学人文社会科学部准教授）／第4
回「北東北・北海道の地域間交通の
課題」＝11月 28日（水）…講師・
大橋忠宏さん（同教授）
※時間はいずれも午後6時30分～
８時。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）第3会議室
▽対象　高校生以上の市民＝各回
30人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　6 回以上参加した人に、
修了証を交付します。

▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　11月９日までに、
電話か Eメール（氏名・電話番号
を記入）で申し込みを。
■問弘前記念病院リハビリテーション
科（鹿内さん、☎ 28・1211、■Ｅ
ptkinen@jomon.ne.jp）

文化グループ講習会

◎ロシア語講座弘前一般講習会
▽とき　11月 17日（土）
　　　　午後１時～２時
▽講師　レウタバー・オーリガ・セ
ルゲーブナさん
◎古典を読む会一般講習会
▽とき　11月 18日（日）、午後１
時30分～２時 30分
▽内容　「蜻蛉日記」の解説と一斉
音読
▽講師　畠山篤さん（弘前学院大学
教授）
～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽定員　各20人（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメールで申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

朝陽地区
空き家対策講座・個別相談会
　今年度市内13地区で空き家対策講
座と個別相談会を開催します。第４
回目は朝陽地区です。空き家で悩ん
でいる人、空き家問題に興味がある
人など、どなたでもご参加ください。
▽とき　11月 14日（水）、講座＝
午後６時～７時／相談会＝午後７時
～８時
▽ところ　朝陽小学校（在府町）
▽対象　朝陽地区の居住者
▽参加料　無料
▽申し込み方法　相談会のみ、11
月２日までに、郵便、電話、ファク
スまたはEメール（氏名・電話番号・

相談内容・参加人数を記入）で申し
込みを（当日参加も可）。
※講座は事前の申し込みは不要。詳
しくは、朝陽地区の回覧板か、市ホー
ムページをご覧ください。
■問建築指導課空き家対策係（〒036・
8551、上白銀町１の１、市役
所 ４ 階、 ☎ 40・0522、 ■Ｆ 39・
7119、 ■Ｅ kenchikushidou@
city.hirosaki.lg.jp）

ひろさき広域出愛サポート
センター 10 月休日登録会
　結婚を希望する独身男女が会員登
録し、お見合いをする支援をしてい
ます。お見合いをお手伝いする出愛
サポーターも随時募集しています。
▽とき　10月 21日（日）、正午～
午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
■問ひろさき広域出愛サポートセン
ター（☎ 35・1123〈日・月曜日
を除く、午前10時～午後７時〉）

ファイナンシャルプランナー
による無料納税相談
▽とき　11月１日・８日・15日・
29 日＝午前 11 時～正午、午後３
時～４時／ 11 月 21 日＝午前 11
時～正午、午後３時～４時、午後６
時～７時／ 11 月 25 日＝午前 11
時～正午、午後２時～３時
▽ところ　収納課（市役所２階）
▽対象　市税などを滞納している人
▽相談方法　ファイナンシャルプラ
ンナー（家計や経営の収支・返済計
画を見直し、総合的な診断とアドバ
イスを行う専門家）が個別に対応（１
人につき１時間まで、先着順）
▽申し込み方法　10 月 31 日まで
に、電話または収納課窓口で申し込
みを。
■問収納課（☎40・7032、40・7033）

くらしとお金の安心相談会

▽とき　11月７日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること

▽相談料　無料
※事前に電話で申し込みを。
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

弘前市空き家等の活用、適正管
理等に関する条例の一部改正
　これまで、空き家（建物）を対象
として、適正に管理されていない状
態の問題解決に向け対応してきまし
たが、空き家の敷地と空き地にある
放置された樹木や、害虫の発生など
の問題にも対応していくため、条例
を改正しました。
▽条例の改正内容　空き家の敷地と
空き地を、活用、適正管理等の対象
として新たに追加しました。
※条例の全文は市ホームページをご
覧ください。
■問建築指導課（☎40・0522）

下水道の処理区域が
広がります
　公共下水道および農業集落排水の
処理区域が、11月１日から広がり
ます（対象…乳井字岩ノ上・乳井字
茶臼舘・鳥井野字宮本・百沢字東岩
木山の各一部）。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。
　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。
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎、☎55・6895）

 その他
  

保健衛生座談会保健衛生座談会
　市の職員を交え、環境や保健について疑問に思うこと
や、取り組みなどについて、気軽にお話ししませんか。
▽日程　右表のとおり
▽環境テーマ＝「ごみの減量化・資源化について」、保
健テーマ＝「弘前市の短命の原因と対策について」
■問町会連合会事務局（☎35・1111、内線 346）

実 施 日 地 区 開 催 会 場
11月 ５日（月） 二大 大成小学校（御幸町）地域交流室
11月 ７日（水） 桔梗野 若葉集会所（若葉１丁目）
11月 ８日（木） 藤代 藤代公民館（八代町）
11月26日（月） 石川 石川公民館（石川字石川）
11月28日（水） 三大 取上公民館（取上３丁目）
※時間は石川地区のみ午後６時から。その他の会場は午後１時
30分から。いずれも２時間程度。

お詫びと訂正

　広報ひろさき 10 月 1 日号の
14ページに掲載した「弘前市立
郷土文学館運営委員会の委員を募
集」の応募用紙への記載事項のう
ち、②は「志望動機・抱負・自己
PR・市民のために活かしたい弘
前ゆかりの文学とその活用方法に
ついての提言（400字程度）」の
誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問図書館・郷土文学館運営推進室
（☎32・3794)
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関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【職場で活かせるパソコン基礎科】
▽とき　11 月 19 日～平成 31 年
３月 18日
▽ところ　S.K.K. 情報ビジネス専
門学校（徳田町）
▽申込期限　10月 22日
【ゼロから学べるパソコン事務科】
▽とき　12 月 12 日～平成 31 年
３月 11日
▽ところ　キャリアスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽申込期限　11月 12日
▽その他　無料の託児があります
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込締切日までに各訓練
施設へ受講申込書を提出してくださ
い。
▽職業訓練説明会　10月 29日およ
び11月29日に市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）で、職業
訓練制度の概要説明および各訓練施
設からの訓練内容説明を行います。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内42＃）

あおもり UIJ ターン創業相談会
in 東京
　首都圏に弘前での創業・起業を検
討している知り合いがいる人は、周
知のご協力をお願いします。
▽とき　11月 17日（土）、①午前
10時10分～、②午後１時10分～、
③午後３時10分～
※いずれも１時間30分程度。
▽ところ　東京交通会館（東京都千
代田区有楽町）８階青森暮らしサ
ポートセンター
▽申し込み方法　11 月 13 日まで
に、所定の申込書に必要事項を記入
の上、ファクスかＥメールで申し込
みを。
※ 詳 し く は 県 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.pref.aomori.lg.jp/
sangyo/shoko/support_for_
entrepreneurs.html）で確認を。
■問青森県商工労働部地域産業課創業

支援グループ（☎青森017・734・
9374、 ■Ｆ 017・734・8107、
■Ｅ chiikisangyo@pref.aomori.
lg.jp）

平成 31 年度 市民会館など
の会場使用受け付け
　一つの催しを１件とし、電話での
仮受け付けはできません。申し込み
の際は、催しの名称・内容などを明
確にしておいてください。また、一
般受け付けは、仮申し込み対象外の
会場も含みます。
　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　11 月５
日～ 20 日の午前９時～午後５時
（大ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12 月
12 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　12 月 13 日の午
前９時から先着順で、窓口または電
話で受け付け（仮申し込み対象外の
会場を含む）
■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）】
○仮申し込みの受け付け　11 月５
日～ 16 日の午前９時～午後５時
（ホール、大会議室、美術展示室のみ）
※希望が重複した場合は、12 月
10 日の午前 10時から同センター
で抽選を行います。
○一般受け付け　12 月 11 日の午
前９時から先着順で、窓口または電
話で受け付け（仮申し込み対象外の
会場を含む）
■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、第３火曜日は休み）
【百石町展示館】
○仮申し込みの受け付け　11 月１
日～ 15日の午前９時～午後５時
※希望が重複した場合は、11 月
27 日の午前 10時から同館で抽選
を行います。
○一般受け付け　11 月 27 日の午
後３時から先着順で、窓口で受け付
け（12月５日からは電話でも受け
付け可）
■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　11 月３

再就職支援セミナー

▽とき　11月 12日（月）、午後１
時30分～３時 30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第１会議室
▽内容　採用されるための就職活動
のポイント（応募書類作成、面接対策）
▽対象　求職中の 45歳以上の人＝
10人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。セミナー
終了後、個別相談にも応じます。
■問電話かEメール（氏名・年齢・電
話番号を記入）で、ネクストキャリ
アセンターあおもり（☎青森 017・
723・6350、 ■Ｅ chuukounen@
ims-hirosaki.com）へ。

ひろさき就職説明会・面接会

　弘前市内の事業所へ就職を希望す
る人を対象に、企業説明会および面
接会を開催します。企業の採用担当
者と直接面接ができるほか、仕事内
容などの相談もできます。
▽とき　11月 13日（火）、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）
▽対象　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
▽持ち物　履歴書、ハローワーク
カード（ハローワークに求職登録し
ている人）
※事前の申し込みは不要。
▽その他　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
ジでご確認ください。UJI ターン求
職者を対象とした、スカイプ（イン
ターネットによるテレビ電話）での
面談ができます（事前の申し込みが
必要）。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（駅前町、ヒロロ３階、
弘前就労支援センター内、☎ 55・
5608）

求職者支援訓練受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機

日～ 18日の午前８時 30分～午後
９時（ホールのみ）
※希望が重複した場合は、12月２
日の午前 10時から同館で抽選を行
います。
○一般受け付け　平成 31年１月２
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
■問市民文化交流館（☎35・0154）

2018 岩木文化祭出店者・
参加者募集
▽とき　11 月 24 日の午前 10 時
～午後３時、25日の午前９時～午
後３時
▽ところ　中央公民館岩木館、岩木
文化センター「あそべーる」（いず
れも賀田１丁目）
【ふろしき市…24 日・25 日】
　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（20区画）です。
▽ところ　岩木文化センターホワイ
エ（屋内）
▽出店料　１日500円
【作品展示…24 日・25 日】
　絵画、書道、手芸などなんでも
OK! 皆さんの趣味の発表の場です。
▽作品搬入　11 月 21 日の午前９
時～23日の午後５時
【芸能発表…25 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分以内で発表で
きるものを募集します。
■問 10月 18日～ 26日に、電話で、
岩木文化祭運営委員会（中央公民館
岩木館内、☎ 82・3214〈午前９
時～午後５時〉）へ。

追手門広場フリースタイル
マーケット in クリスマス
スペシャル出店者募集

▽とき　11 月 25 日、12月２日・
９日・16日の午前10時～午後３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール、ロビー
▽募集コマ数　各日13コマ
▽出店料　1コマ 3,000 円
▽応募方法　往復はがき（住所、氏
名、電話番号、会員番号〈会員の
み〉、出店希望日を記入）か弘前観
光コンベンション協会ホームページ

（http://hirosaki-kanko.or.jp/
web/）から申し込みを。
▽申込期間　10 月 21 日～ 11 月
４日（消印有効）
※出店希望日は、複数日を希望でき
ます。原則１日に出店できるのは１
コマのみ。ただし、出店受付時にコ
マの空きがあれば、２コマまで出店
可能。ホームページから申し込み後、
数日過ぎても連絡がない場合は、問
い合わせを。
■問市立観光館（〒036・8588、下
白銀町２の１〈フリースタイルマー
ケット係〉、☎37・5501）

弘前市スポーツ指導者育成
講習会
▽とき　11月４日（日）
　　　　午後１時30分～４時
▽ところ　岩木文化センターあそ
べーる（賀田１丁目）
▽内容　「成長期の運動・スポーツ
指導について」、「指導者の指導スキ
ルの向上について」
▽対象　市民（指導者・保護者ほか）
＝500人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市スポーツ少年団事務局（☎
40・0987）

市の指名業者登録 平成 31・
32 年度分申請受付（定期申請）
　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
登録が必要となります。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。
▽受付期間　11月１日～ 30日
▽対象　①建設工事の請負／②測
量・設計などの建設関連業務の請負
／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　市のホームページに掲
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。
■問法務契約課契約係（市役所２階、
☎35・1137、40・7023）

 

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。
◎日程は変更となる場合がありますの
で、あらかじめ当番医にご連絡ください。

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  172,550人　   （－    144）
　 男　　  79,071人　   （－              80）
　 女　　  93,479人　   （－              64）
・世帯数　 71,844世帯   （－               27）
平成 30年 9月１日現在（推計）

 
お詫びと訂正

　広報ひろさき９月 15日号の
13ページ「休日在宅当番」内、
「よしだ耳鼻科・小児科」の日
程が「10 月 28 日」とあるの
は「10月 21日」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

休日在宅当番
▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

耳鼻咽喉科・眼科
11／3 たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456

18 宮園耳鼻科クリニック
（宮園５）

☎39・1133

25 EST クリニック
（福村字新館添）

☎29・5500

歯　科
11／3 竹沢歯科クリニック

（松原西３）
☎88・1717

4 なるみ歯科（大清水４） ☎38・1115
11 ソレイユ歯科医院（新町）☎39・7303
18 梅村歯科クリニック

（石渡１）
☎32・7311

23 鳴海デンタルクリニック
（城東中央３）

☎26・2301

25 川村歯科医院（野田１） ☎32・4073

内　科
11／4 今村クリニック

（松原西２）
☎88・3090

11 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37・2070

18 場崎クリニック（代官町）☎38・6600
25 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
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※事前の申し込みは不要。
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

自衛隊受験相談会

　受験対象者などに対し、自衛隊受
験に関する相談・質問の受け付けの
ほか、体験試乗・装備品展示・体験
喫食（500円）を行います（予定）。
▽とき　11月 11日（日）
　　　　午前９時～午後２時
▽ところ　陸上自衛隊弘前駐屯地
（原ケ平字山中）
▽対象　15 歳以上 27 歳未満の受
験対象者および保護者等
▽申込締め切り　10月 22日（月）
■問自衛隊弘前地域事務所（☎ 27・
3871）

雑誌のバックナンバーを
無料で提供します
▽とき　10月 27日（土）
　　　　午前９時30分～
※午前９時から図書館正面玄関前で
整理券を配布します。
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽冊数　先着順で１人６冊まで。う
ち同一雑誌は３冊まで。雑誌付録は
２点まで。
※持ち帰り用の袋の持参を。
■問弘前図書館（☎32・3794）

オールあおもり進学相談フェア

　県内の大学・専修学校等から直接
気になる話を聞いてみませんか。
▽とき　10月 31日（水）
　　　　午後２時～６時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽対象　進学を検討している高校生
とその保護者
■問青森県総務部総務学事課学事振
興グループ（☎青森 017・734・
9869）

秋の火災予防運動

「忘れてない？サイフにスマホに火
の確認」（平成 30 年度統一標語）
　10 月 15 日～ 21 日の１週間、
県下一斉に「秋の火災予防運動」を

実施します。この季節は、火を取り
扱う機会が多くなります。暖房器具
の点検を済ませておいてください。
　住宅用火災警報器をまだ取り付け
ていない人は早めの設置をお願いし
ます。また、家族みんなで避難方法
や消火器の位置などをもう一度確認
し、次の「住宅防火 いのちを守る
７つのポイント」を実行し、自分の
家は自分で守るよう心掛けてくださ
い。
【ポイント】
①寝たばこは絶対やめる／②ストー
ブは燃えやすいものから離れた位置
で使用する／③ガスコンロなどのそ
ばを離れるときは、必ず火を消す／
④逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する／⑤寝具、衣類
およびカーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎品を使用する／⑥火災を
小さいうちに消すために、住宅用消
火器などを設置する／⑦お年寄りや
身体の不自由な人を守るために、隣
近所の協力体制をつくる
■問消防本部予防課（☎ 32・5104）
または、最寄りの消防署・分署へ。

違反建築防止週間

　10月15日から21日までは違反
建築防止週間です。市では違反建築
を未然に防止し、良好な市街地環境
の維持と建築物の適法性を確保する
ため、違反建築防止週間の一環とし
て一斉公開パトロールを実施します。
▽パトロール重点項目　建築確認申請
の徹底／工事現場における確認表示板
掲示の徹底／完了検査受検の啓発
■問建築指導課（☎40・7053）

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～　
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、10月をパトロール強化月間とし、
全国一斉パトロールを実施します。
　当市でも、建設リサイクル法が順
守されているか、関係機関と合同で
工事現場を中心にパトロールしま
す。係員が工事現場に立ち入るとき
は、ご協力をお願いします。
▽実施時期　10月下旬
■問建築指導課（☎40・7053）

市政懇談会日程変更の
お知らせ（一大・和徳地区）
　台風第 24号の接近に伴い延期と
なっていた一大地区および和徳地区
の市政懇談会の日程をお知らせしま
す。ぜひ、ご参加ください。
【一大地区】
○変更後　10月 22日（月）、午後
２時30分～（変更前は10月１日）
※会場（駅前地区都市改造記念会館）
の変更はありません。
【和徳地区】
○変更後　10月 25日（木）、午後
２時30分～（変更前は10月２日）
※会場（和徳公民館）の変更はあり
ません。
■問広聴広報課（☎35・1194）

ご存知ですか？「国民年金基金」
　国民年金に加入している自営業な
どの人が、ゆとりある老後を過ごす
ことができるように老齢基礎年金に
上乗せする公的年金です（任意加
入）。
▽加入条件　青森県内に住所を有
し、20 歳以上 60 歳未満の国民年
金第１号被保険者、または 60歳以
上 65歳未満の国民年金任意加入被
保険者で国民年金保険料を納めてい
る人（農業者年金・国民年金保険料
の免除者を除く）
▽メリット　掛金額・年金額を自分
で選べます／掛金は加入時から変わ
りません／掛金は全額社会保険料控
除となります／受け取る年金は公的
年金控除の対象となります。
■問青森県国民年金基金（☎フリーダ
イヤル0120・65・4192）

あなたの体力年齢を診断します

▽とき　10月 27日（土）
　　　　午後２時～５時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽調査種目　握力、上体起こし、長
座体前屈、反復横とび、急歩または
20 ｍシャトルラン、立ち幅跳び
▽対象　市民
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
タオル
▽参加料　無料

※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・教室名・②⑥はコース名を記入の上、各申込先まで申し込
みを。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。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。持ち物は問い合わせを。各自傷害保険に加入を。

教室名 とき ところ 内容 定員・対象 参加料 問い合わせ・申込先

①秋のカヌー体
験 in 弘前公園

10 月 21 日・27 日・28 日の
午前 11 時～正午

弘前公園西
濠 カヌー体験

小学生以上＝
各 10 人（初
心者 3 人、経
験者 7 人）（先
着順）

1 回
500 円

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎ 33・4545）

②武術講習会

①韓氏意挙初級講習会＝ 10
月 27 日の午後１時 15 分～
②韓氏意挙養生功講習会＝ 10
月 26 日の午後６時 30 分～
③剣体研究会講習会＝ 10 月
27 日の午後４時～

清水交流セ
ンター（大
開２丁目）

①②＝中国武術／③木
刀などを使った武術の
自然な動きをなど

①②＝ 20 人
程度、③＝
10 人程度

①＝
5,000
円、②③
＝ 4,000
円

日本韓氏意挙学会青森分
館（櫻庭さん、☎携帯
090・7065・9076）

③はるか夢球場
バッティングセ
ンター

10 月 27 日・28 日の午前８
時 30 分～午後３時

運動公園野
球場（豊田
２丁目）

はるか夢球場を利用し
たバッティングセンタ
ー

市民 1 回
500 円 運動公園（☎ 27・6411）

④かけっこ教室
11 月 5 日 ～ 12 月 6 日 の 毎
週 月・ 木 曜 日（11 月 ８ 日・
15 日・19 日を除く）、午後４
時 30 分～６時

河西体育セ
ンター（石
渡１丁目）

走る、跳ぶ等の全身運
動

小学校 1 ～ 3
年生＝ 20 人 無料

10 月 27 日（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。
④⑤⑦＝（※ 1）（※ 2）
⑥＝（※１）

⑤チェア体操教
室

11 月 12 日～ 12 月３日の毎週
月曜日、午後１時～２時

いすに座りながらのス
トレッチや音楽に合わ
せてのリズム体操

市民＝ 10 人 無料

⑥プールで筋ト
レ、脳トレ水中
ウォーキング教
室

① 11 月 13 日～ 12 月 25 日
の毎週火曜日（11 月 20 日を
除く）、午後 1 時 30 分～ 2
時 30 分／② 11 月 16 日～
12 月 28 日の毎週金曜日、午
後 1 時 30 分～２時 30 分

水中でのウオーキング、
ストレッチ等 市民＝ 15 人 無料

⑦走り方教室
11 月 14 日～ 12 月 12 日の
毎週水・金曜日、午後４時 30
分～６時

走る、跳ぶ等の全身運
動

小学校 4 ～ 6
年生＝ 15 人 無料

⑧温水プール石
川～健康サポー
ト教室

11 月 13 日・27 日の午後２
時～３時

温水プール
石川（小金
崎字村元）

脳の活性化プログラ
ム、シニア向けの簡単
なエアロビクスなど

65 歳以上の
市民＝各 25
人

無料
10 月 15 日から、温水プ
ール石川（☎ 49・7081）へ。

（※２）

⑨プールで体力
づくり教室

11 月 14 日～ 12 月 12 日の
毎週水曜日、午後１時～２時

水中での体操、ウオー
キング、筋トレ等 市民＝ 25 人 無料

10 月 27 日（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）

⑩水泳教室
（バタフライ）

11 月 14 日～ 12 月 19 日の毎
週水曜日、午前 10 時～ 11 時 バタフライ基本泳法

クロールで 25
ｍ泳げる市民
＝ 15 人

無料

10 月 29 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）

⑪気軽にスポー
ツ体験教室

11 月 9 日～平成 31 年 1 月
11 日の毎週金曜日（11 月 23
日を除く）、午前 10 時 30 分
～正午

金属町体育
センター

ソフトバレーボール、
ラージボール卓球等の
軽スポーツ

市民＝ 15 人 無料

10 月 31 日（必着）までに、
金属町体育センター（〒
036・8245、金属町１の
９、☎ 87・2482）へ。

（※ 1）（※ 2）

⑫ソフトバレー
ボール体験教室

11 月 13 日～ 12 月 18 日の
毎週火曜日（12月4日を除く）、
午前 10 時～ 11 時 45 分

ソフトバレーボールの
基本 市民＝ 12 人 無料

⑬～認知症を予防
しよう！～☆楽し
く健康教室☆

11 月 13 日～ 12 月 18 日の
毎週火曜日（12 月４日を除く）、
午後１時 30 分～２時 30 分

軽いリズム体操、脳ト
レ等

市民＝ 10 人
程度 無料

⑭ゆったり体力
ＵＰストレッチ
体操教室

11 月 17 日～ 12 月 22 日の毎
週土曜日、午前 10 時 30 分～
11 時 30 分

ストレッチ体操、筋力
トレーニング 市民＝12人 無料

⑮体スッキリ体
操教室

11 月 16 日～平成 31 年 3 月
22 日の毎週金曜日（11 月
23 日、１月 25 日、３月８日
を除く）、午前 10 時 30 分～
11 時 30 分

市民体育館
（五十石町）

簡単なストレッチ体操
や体幹トレーニング 市民＝ 14 人 無料

10 月 30 日（必着）までに、
市民体育館（〒 036・
8362、五十石町７、☎
36・2515）へ。

（※１）（※２）

⑯ふれあい高齢
者ラージボール
卓球親善大会

12 月１日（土）、午前９時～
午後５時（受け付けは午前８
時 30 分～）

弘前 B ＆
G 海洋セン
ター（八幡
町１丁目）
体育館

団体戦（抽選で４人１
組のチームを編成）

60 歳以上の
市民

600 円
（昼食代
含む）

11 月８日までに、弘前ラ
ージボール卓球協会事務
局（桜庭さん、☎携帯
090・5183・1215）へ。

（※２）

各種スポーツ・体操教室
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だより “津軽”の話題満載

　藤崎町の二大特産品である「りんご」と「米」の収穫感
謝祭、「ふじさき秋まつり」を開催します！
　りんご「ふじ」発祥の地である藤崎町産の「ふじ」を使っ
た「ジャンボアップルパイ」と、青森県初の特Ａ米「青天
の霹靂」を使った「ジャンボおにぎり」を無料で振る舞い
ます。地元農産物の直売や軽食などのお店も多数出店。文
化芸能発表や「健康づくりフォーラム」も開催します。
▽とき　11月17日・18日、午前９時30分～午後３時
（予定）
▽ところ　スポーツプ
ラザ藤崎ほか
■問い合わせ先　ふじ
さき秋まつり実行委
員会事務局（藤崎町
企画財政課、☎ 88・
8258）

第６回ふじさき秋まつり
藤崎町

市
町
村
イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー

11
月
17日・18日 黒石りんごまつり りんごの即売会やふるさと物産展のほか、田中けいと歌謡シ

ョーなど多数のイベントが開催されます。
同実行委員会事務局
（☎ 52・2111）

17日・18日 収穫感謝祭＆シク
ラメン市

シクラメンなど、約 5,000 鉢の花々を展示販売！そのほか
たくさんのイベントが目白押しです。

田舎館村企画観光課
（☎ 58・2111）

18日 第48回西目屋村
村民文化祭

村民による芸能発表や作品展、各種体験コーナーも開催され
ます。

西目屋村教育委員会
（☎ 85・2858）

23日 食＆農フェスタ
２０１8

板柳町産のりんごやお米など、良質な農産物を堪能できる催
しが盛りだくさん。

板柳町産業振興課
（☎ 73・2111）

23日 アップルフェア
in鰐come

大鰐農家による農産物の販売と、そのほかアトラクションを
用意しています。

同実行委員会事務局（Ｊ
Ａつがる弘前大鰐購買セ
ンター、☎ 48・3164）

11 月下旬
～２月上旬
（予定）

平川市イルミネーシ
ョンプロムナード

平賀駅前をイルミネーションでライトアップ。駅前広場には
台湾の提灯も設置します。

平川市経済部商工観光
課（☎ 44・1111）

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。

10
月

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先

13 日～
11月４日

中野もみじ山（紅
葉）

東北の小嵐山と称される中野もみじ山。桟敷席で弁当（有料、
事前予約）も楽しめます。

黒石市観光課
（☎ 52・2111）

13日～
11月４日

中野もみじ山ライ
トアップ

灯ろう等でのライトアップや 11月 3日にはキャンドルナイ
トも開催。

黒石市観光課
（☎ 52・2111）

19日～
11月４日

金平成園一般公開 別名「澤成園」で知られる金平成園は、平成 18年 1月 26
日史跡名勝天然記念物に指定されました。

黒石市文化スポーツ課
（☎ 52・2111）

19日～
11月11日

弘前城菊と紅葉ま
つり

紅葉の特別ライトアップを行うほか、今年は「卍の総領主信
建」をテーマに「ねぷた絵と菊人形」のコラボを実施します。

弘前市立観光館
（☎ 37・5501）

20日・21日 全国伝統こけし工
人フェスティバル

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）

20日・21日 白神山地ビジター
センターふれあい
デー

大型映像で見る特別映像上映や体験コーナー、グルメなどさ
まざまな催しが行われます。

白神山地ビジターセン
ター
（☎ 85・2810）

26日～28日 津軽の食と産業ま
つり（弘前市）

津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。
野外テント村や催しも多数。

同運営協議会事務局
（☎ 33・4111）

大鰐温泉もやしフェスタ
大鰐町

　江戸時代から約 400年の歴史ある幻の伝承野菜「大
鰐温泉もやし」。その希少価値の高い“もやし”にスポッ
トをあてた「大鰐温泉もやしフェスタ」を今年も開催し
ます。イベント期間中は先着 200人への「大鰐温泉も
やし」の限定販売、もやし料理の販売、町内各所に用意
されたクイズに挑戦する「まち歩きクイズラリー」、「ワ
ニジンを作ってみよう！」（ワニのかぶりもの作り）な
ど企画が盛りだくさん！
▽とき　11月 24日・25日、午前 10時～午後 4時（予
定）
▽ところ　鰐 come 中
庭（主会場）ほか
■問い合わせ先　大鰐
温泉もやし増産推進委
員会事務局（☎ 88・
6690）

青天の霹靂を使った
「ジャンボおにぎり」大鰐温泉もやし限定販売

12
月
１日・２日 第 45回町民祭 町民の活動や成果を披露。農産物などの即売会や各種体験コ

ーナーもあります。
板柳町総務課
（☎ 73・2111）

１日～
１月６日

りんごの里イルミ
ネーション2018

巨大イルミネーションアーチやモニュメントが夜空を照らし
幻想的な世界を演出します。

板柳町企画財政課
（☎ 73・2111）

■編集発行　弘前市企画部広聴広報課　〒 036-8551　弘前市大字上白銀町 1-1　☎ 35・1111　ファクス 35・0080
■ホームページ   http://www.city.hirosaki.aomori.jp/　■公式フェイスブック  https://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。
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