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111 広報ひろさき　２０１９.４.１５「広報ひろさき」録音版の配布を希望する人は
 広聴広報課（☎35-1194）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） 弘前市誕生

130 周年

※上記に掲載していない施設については、規定している休業・休館日どおり休業します。
※児童館・児童センターについては、一部の施設を開館する場合があります。詳しくはこども家庭課（☎40-7038）へ。
※急患診療所（☎34-1131）の診療受付時間は、以下のとおりです。
〇４月27日（土）…〈夜間〉午後７時～10時 30分
〇４月 28日（日）～５月６日（月・振休）…〈日中〉午前10時～午後４時、〈夜間〉午後７時～10時 30分

　ゴールデンウィーク（４月27日～５
月６日）期間中、以下の市の施設を休館
します。詳細は各施設へ問い合わせを。

施設名 ところ 休館日 問い合わせ先
弘前市役所 上白銀町 4月 27日（土）～ 5月 6日（月・振休）

※戸籍の届出は弘前市役所（日直）警備
窓口で 24時間受け付けます（死亡届のみ
午前８時 30分～午後５時）。

☎ 35-1111岩木総合支所 賀田１丁目
相馬総合支所 五所字野沢
各出張所 ー
ヒロロ総合行政窓口（証明書発行・印鑑登録）ヒロロ（駅前町）3階 4月 30日（火・休）～ 5月 4日（土・祝）☎ 35-1113ヒロロ総合行政窓口（パスポート業務） 4月 27日（土）～ 5月 6日（月・振休）
弘前市宮川交流センター 堅田２丁目 4月 29日（月・祝） ☎ 36-2611
弘前市清水交流センター 大開２丁目 4月 29日（月・祝） ☎ 87-6611
弘前市千年交流センター 原ケ平５丁目 4月 29日（月・祝） ☎ 87-5519
弘前市三省地区交流センター 三世寺字鳴瀬 4月 29日（月・祝） ☎ 95-3760
弘前市町田地区ふれあいセンター 町田１丁目 4月 29日（月・祝） ☎ 32-8980
弘前市北辰学区高杉ふれあいセンター 独狐字山辺 4月 29日（月・祝） ☎ 95-3601
鷹ケ丘老人福祉センター 西茂森１丁目 4月 30日（火・休） ☎ 32-7260
城西老人福祉センター 城西４丁目 4月 30日（火・休） ☎ 38-0858
老人福祉センター祥風園 石川字大仏 4月 30日（火・休） ☎ 92-3510
老人福祉センター瑞風園 高杉字神原 4月 30日（火・休） ☎ 95-3535
石川東老人福祉センター 薬師堂字熊本 4月 30日（火・休） ☎ 92-4181
弘前市生きがいセンター 南袋町 4月 30日（火・休） ☎ 38-0848
ひろさき子育て世代包括支援センター ヒロロ（駅前町）3階 4月 27日（土）～5月 6日（月・振休）☎ 37-1323
市立病院 大町３丁目 4月 27日（土）～5月 6日（月・振休）☎ 34-3211
勤労青少年ホーム 五十石町 4月29日（月・祝）～5月6日（月・振休）☎ 34-4361

伝統産業会館 神田２丁目 4月 27日（土）～5月 6日（月・振休）
※事前予約があった場合は開館。 ☎35-3629

ひろさきビジネス支援センター 土手町 4月 27日（土）～5月 6日（月・振休）☎ 32-0770
弘前地区環境整備センタープラザ棟 町田字筒井 4月 30日（火・休） ☎ 36-3388
鳴海要記念陶房館 賀田字大浦 4月 30日（火・休） ☎ 82-2902

連休中の施設休館情報

保険薬局の休日当番薬局について
　4月 28日（日）～5月 6日（月・振休）に処方箋による調剤が可能な薬局リストを、弘前薬剤師会ホー
ムページ（http://hirosakiyaku.com）内に掲載しています。なお、この期間は、通常の薬代に休日
調剤にかかわる料金が加算されますのでご注意ください。
■問い合わせ先　弘前薬剤師会事務局（☎32-6205、平日の午前9時 30分～午後４時30分）

診療可能な医療機関について
　4月 28日（日）～5月 6日（月・振休）に診療可能な医療機関を、弘前市医師会ホームページ（http://
www.hirosaki.aomori.med.or.jp）内に掲載しています。
■問い合わせ先　弘前市医師会事務局（☎32-2371、平日の午前9時～午後５時）

※４月27日（土）は通常の受付時間のとおり調剤・診療を行います。
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弘前公園中濠観光舟

　普段見ることのできない濠か
らの桜。和船と船頭による濠め
ぐりを楽しめます。
▼とき　４月 20 日～５月６
日、午前９時～午後５時（最終
乗船は午後４時30分）
※１回の運行時間は約 25 分。
雨天中止の場合あり。
▼ところ　弘前公園中濠（乗船
場所＝弘前公園東内門付近）
▼料金　中学生以上＝1,000円、
小学生＝500円（未就学児は無
料〈大人1人につき1人まで〉）
■問い合わせ先　弘前観光コン
ベンション協会（☎35-3131）

弘前観桜会記念日提灯行列

　第１回目の弘前観桜会が始
まった５月３日を記念して、弘
前らしい提灯（ちょうちん）行
列を行います。
▼とき　５月３日（金・祝）、
午前10時～
▼コース　弘前公園内追手門～
東内門付近
■問い合わせ先　弘前観桜会100
周年事業実行委員会事務局（弘前
商工会議所内、☎33-4111）

弘前公園観光人力車

▼とき　4月中旬～10月下旬、
午前９時～午後４時
※天候により営業時間の変更・
中止の場合あり。
▼乗車コース　弘前公園追手門
⇔下乗橋
※いずれか片道約15分の乗車。
▼乗車定員　２人
▼料金　１台3,000円（税込）
■問い合わせ先　弘前市シル
バー人材センター（☎ 36-
8828）／蔵人力車（松緑酒造内、
☎34-2233）

和装で観桜会

　期間中に和装（着物、和服な
ど）で来園すると、本丸、弘前
城植物園などへ無料で入場でき
るチケットがもらえます（当日
限り有効）。
▼とき　４月20日～５月６日
▼対象　和装の来園者
▼内容　本丸、北の郭、弘前城植
物園、藤田記念庭園の入場が無料
▼チケット配布場所　さくらま
つり本部（二の丸）、四の丸案
内所
■問い合わせ先　弘前観桜会100
周年事業実行委員会事務局（弘前
商工会議所内、☎33-4111）

さくら桟敷

　津軽三味線を聴きながら、郷
土料理が入ったお花見弁当や地
酒を満喫しませんか？
【お弁当プラン（１人 5,400
円、２時間制、利用日の３日前
までに要予約）】
▼内容　特製お花見弁当、飲み
物（缶ビール 350ml、地酒ワ
ンカップ、シードルなどから２
つ）、絵はがき付き、津軽三味
線生演奏（約20分）
▼時間　①午前 11時～、②午
後6時～
【プチ・アップルパイプラン（１
人 1,080 円、30 分制）】
▼内容　プチアップルパイ、り
んごジュース、絵はがき付き、
津軽三味線生演奏（約20分）
▼時間　①午後２時～、②午後３時
～、③午後４時～、④午後５時～
～共通事項～
▼とき　4月 20日～ 5月 6日
▼ところ　弘前公園二の丸南内
門近く
▼申し込み方法　ホームページ
（http://machi-aruki.sakura.
ne.jp）から申し込みを。
■問い合わせ先　弘前観光コン
ベンション協会（☎35-3131）

　中央弘前駅改札口で発行される「乗車証明書」を対象施設
の券売所に提出すると、弘前城（本丸・北の郭）、弘前城植
物園、藤田記念庭園の３施設が乗車当日に限り無料となりま
すので、ぜひご利用ください。
▼実施期間　４月20日～５月６日
▼対象　弘南鉄道大鰐線を利用し、中央弘前駅で下車した人
※乗車はどの駅でも構いません。
▼大鰐線沿線の無料駐車場　右表
■問い合わせ先　地域交通課（☎35-1124）

桜守による特別サクラ
鑑賞ツアー

　桜守（樹木医）が弘前公園の
桜の見所を案内、解説します。
▼とき　４月 30日（火・休）、
５月２日（木・休）の午後１時
30分～（90分程度）
▼定員　１回40人（先着順）
▼参加料　無料（ただし、園内
有料区域への入場料が必要）

「桜ミク」スタンプラリー

　弘前さくらまつり公式応援キャ
ラクター「桜ミク」とコラボした
市内観光地をめぐるスタンプラ
リーを開催！市内の４カ所でスタ
ンプを集めると、桜ミクのオリジ
ナル絵はがきがもらえます。
▼開催期間　４月 20 日（土）
～５月31日（金）
▼スタンプ設置場所（全６カ所）
　弘前城情報館、市立観光館、
まちなか情報センター、りんご
公園、津軽藩ねぷた村、藤田記
念庭園　
▼参加料　無料
▼参加方法　スタンプ設置場所

で配布しているスタンプ台紙
（一人１枚まで）に４種類のス
タンプを押印し、賞品引換場所
に持参
▼賞品引換場所　市立観光館、
まちなか情報センター、弘前市
観光案内所
■問い合わせ先　市立観光館
（☎37-5501）

城門の特別公開

　普段は公開していない重要文
化財の二の丸東門（通称東内門）
を特別公開します。
▼とき　５月４日（土・祝）・
５日（日・祝）、午前 10 時～
午後３時
▼入場料　無料

弘前の物産品を紹介

　さくらまつり期間限定の物産
販売所の開設やアンテナショッ
プの販売時間延長などを行って
います。
【営業時間（さくらまつり期間）】
○さくらはうす（市立観光館内）
…午前８時～午後９時
○武徳殿物産販売所（弘前公園内
北の郭）…午前７時～午後９時
☆弘前物産館（弘前公園内）…
午前９時～午後９時
☆ＪＲ弘前駅物産展（弘前駅自
由通路 1 階）…午前８時～午

会期：４月 20 日（土）～５月６日（月・振休）
（午後 11 時まで夜間照明を点灯）

弘前さくらまつり 後７時
※☆は、まつり期間限定の販売
店舗です。
■問い合わせ先　弘前市物産協
会事務局（☎33-6963）

花筏（はないかだ）
撮影スポットを開設

　桜の絶景スポットを間近で見
ることができるよう、通常は入
れない外濠の土手の一部を開放
します。
▼とき　４月20日～５月６日
▼ところ　下記位置図のとおり
（　　マーク〈３カ所〉）
※撮影や通行の際は十分に安全
に注意してご利用ください。
■問い合わせ先　公園緑地課
（☎33-8739）

【位置図】

※台数に限りがありますので、あらかじめご
了承ください。

臨時
無料駐車場 収容台数 期間

大鰐駅 50台
４月20日～５月６
日、午前６時～
午後10時30分

石川プール前駅 20台
石川駅 5台

小栗山農村交流   
公園（小栗山駅） 15台

弘前学院大学
構内 約 80台

４月27日～５月６
日、午前8時30分
～午後９時

弘南鉄道大鰐線利用者は入園料が無料！

さくらまつりは
弘南鉄道で行こう！
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弘前城（本丸・北の郭）入園料 
午前７時～午後９時 大人（高校生以上） 310円（250円）

子供（小・中学生） 100円（  80 円）
天守への入館料を含む。
※午後９時以降は無料（天守は午後９時で閉館）。
※４月20日～ 22日、５月６日は午前９時から午後５時まで有料。
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎33-8739）

弘前城植物園入園料
午前９時～午後６時 大人（高校生以上） 310円（250円）

子供（小・中学生） 100円（  80 円）
入園券の発売は午後５時30分まで／休園日…なし
※４月 20日～ 22日、５月６日は午後５時までで、入園券の発
売は午後４時30分まで。
※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、
身分を証明できるものの提示を。
◆問い合わせ先　弘前城植物園（☎33-8733）

藤田記念庭園入園料
午前９時～午後９時 大人（高校生以上） 310円（250円）

子供（小・中学生） 100円（  80 円）
休園日…なし
※４月 20日～ 22日、５月６日は午後５時まで有料。
※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、
身分を証明できるものの提示を。
◆問い合わせ先　藤田記念庭園（☎37-5525）

お得なセット（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）入園料
大人（高校生以上） 510円（460円）
子供（小・中学生） 160円（130円）

◆問い合わせ先　公園緑地課（☎33-8739）
通年券（購入日から１年間有効、期間中何度でも入場可）

・３施設（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）共通通年券
大人（高校生以上）  …2,050円 子供（小・中学生）…610円
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎33-8739）／弘前城植物園（☎
33-8733）／藤田記念庭園（☎37-5525）
・３施設（弘前城・弘前城植物園・藤田記念庭園）各通年券
大人（高校生以上）  …1,020円 子供（小・中学生）…300円
◆問い合わせ先　公園緑地課（☎33-8739）

◎弘前公園内では火気の使用はできません。
◎ごみの削減・持ち帰りにご協力ください。
◎弘前公園までは公共交通機関のご利用を。

ご協力を

※料金の（　）内は10人以上の団体料金。

開会式 4月 20日、午前10時～／本丸

演芸場
（護国神社前）

津軽の郷土芸能などを、まつり期間
中随時披露

2019津軽三味線
世界大会

5月 3日・4日、開場＝午前9時
／市民会館（下白銀町）／入場料
…当日券＝ 2,000 円、両日券＝
3,500円／問い合わせ先　津軽三
味線世界大会実行委員会事務局（小
島さん、☎090-6855-3344）

2019津軽五大民謡
全国大会

5月 5日、開演＝午前 10時／市
民会館（下白銀町）／入場料＝
1,000円／問い合わせ先　陸奥新
報社事業部（☎34-3111）

■開花状況やまつり期間中の催しなど、まつりに
関する問い合わせ先　市立観光館（追手門広場内、
☎37-5501／４月 20日～５月６日は午後９時
まで開館）
※弘前公園の桜情報は、インターネット（http://
www.hirosakipark.or.jp/) でも閲覧できます。

園内をご案内します（無料ガイド）

　弘前観光ボランティアガイドの会がご案内しま
す。追手門と東門付近に受付テントがありますの
で、気軽にご利用ください。
▼受付時間　４月20日～５月6日の午前９時～
午後４時
※事前予約は受け付けていませんので、案内まで
お待ちいただく場合があります。
▼案内範囲　弘前公園
▼ガイド料　無料（有料区域入園料は依頼者負担）
■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）

カラーコーンの設置にご理解とご協力を

　4 月 20 日～ 5 月６日は、違法駐車車両の排
除や交通渋滞の防止、無理な横断者の交通事故防
止を図るため、東門から亀甲町交差点にかけてカ
ラーコーンを設置しています。県内外から訪れる
観光客の安全・安心を第一に、道路における危険
防止と円滑な交通の流れを確保するために必要な
措置ですので、ご理解とご協力をお願いします。
■問い合わせ先　観光課（☎ 35-1128）

４月 20 日～５月６日の市営駐車場開場時間

◎市立観光館駐車場…24 時間
◎市役所駐車場…午前７時～午後 10 時（通常
は午前７時～午後９時 30 分）
◎弘前文化センター駐車場…午前８時～午後
10 時
※市役所駐車場、弘前文化センター駐車場は、
午後 10 時を過ぎると出庫できなくなりますの
で、ご注意ください。
■問い合わせ先　市立観光館駐車場…市立観光
館（☎ 37-5501）／市役所駐車場…管財課（☎
35-1120、土・日曜日、祝日は市役所代表☎
35-1111）／弘前文化センター駐車場…弘前
文化センター（☎ 33-6571）

市役所駐車場は左折での入庫・出庫に
ご理解とご協力を

　さくらまつり期間中は、弘前公園周辺が大変混
み合います。周辺道路の渋滞緩和のため、市役所
駐車場の入庫、出庫の際は、左折のみとします。
　なお、駒越町方面からは、う回路として塩分町
（市道塩分町線）を、城西・茂森町方面からは、
森町（市道森町品川町線）を経由してください。
　また、駐車場が混雑してきた場合は、入庫を制
限する場合（市役所に用事のある人を除く）があ
りますので、公共交通機関や周辺の駐車場もご利
用ください。
■問い合わせ先　管財課（☎ 35-1120、土・日
曜日、祝日は市役所代表☎35-1111）

市役所
追手門広場

弘前公園

平面藤田記念庭園

市役所駐車場

塩分町

森町

本町

←城西

茂森

←駒越町

入庫経路
出庫経路

右折禁止

立体

右
折
禁
止

弘前
消防署

＝有　料
＝無　料

 
※
臨
時
無
料
駐
車
場
（　
）

は
、
夜
間
は
閉
鎖
し
ま
す

（
午
後
６
時
ま
で
利
用
可
）。

桜を上から眺めてみませんか

　市役所の屋上を開放し、日本一の桜と岩木山を
一望できる絶好の位置に観覧場所を設置します。
地上約14ｍからの絶景をぜひご覧ください。
▼とき　４月20日～５月６日の午前９時～午後
５時（最終入場は午後４時30分）
▼ところ　市役所屋上
■問い合わせ先　管財課（☎ 35-1120、土・日
曜日、祝日は市役所代表☎35-1111）

車いす応援隊

　さくらまつりに来園した車いすの利用者の介助
や、車いすの貸し出しを行います。
▼活動日時　４月20日～５月６日の午前９時～
午後４時 （事前の予約は受け付けていませんの
で、利用状況によってはお待ちいただく場合や、
お断りする場合があります／介助を希望する人
の、受け付けは午後３時30分まで）
▼活動場所　弘前公園内（受付は主要出入口付近）
▼利用料　無料
■問い合わせ先　弘前市ボランティアセンター
（☎33-2039）

津軽魂食　Soul Food Festa2019

▼とき　４月 26日（金）～５月４日（土・祝）
の午前11時～午後５時
▼ところ　追手門広場
▼内容　とげ栗ガニ汁の販売（期間中、正午～）、
個性派津軽ソウルフード 10店舗以上出店・津軽
みやげ販売等
■問い合わせ先　弘前市旅館ホテル組合（☎
34-2657）

内濠開放内濠開放
★

 

護国神社 北門（亀甲門）
レクリエー
ション広場

緑の相談所
ピ
ク
ニ
ッ
ク
広
場

弘
前
城
植
物
園

東門

丑寅櫓

東内門

辰巳櫓南内門

北の郭

本丸
天守

未申櫓

市
民
広
場市民会館

博物館

藤田
記念庭園 市役所

追手門

は
す
池

西の郭

西
濠

＝
有
料
区
域

＝
券
売
所

内濠開放内濠開放
★

四の丸案内所◎

◎まつり本部
弘前城情報館

弘前さくらまつり

期間中の臨時駐車場
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　以下のとおり市の組織や担当を見直しました。係や担当の名称等を変更している課もありますので、詳
しくは人事課までお問い合わせください。

４月から新たな行政組織がスタートしました ■問い合わせ先
人事課（☎35-1136）

部名 課室名 変更区分 主な変更内容 電話番号 場所

企画部

企画課ひとづくり
推進室 室新設 地域の人材を育てること（男女共同参画、ひろ

さき未来創生塾など） ☆☎ 40-0632

前川本館２階法務文書課 課再編 法務、文書に関すること（法務契約課を再編） ☆☎40-0205

広聴広報課 事務移管 統計事務、各種アンケート、市町村ハンドブッ
クなどに関することなど ☆☎ 40-7016

総務部

ー 部新設 人事課、契約課、防災課、情報システム課の４課を配置 ー ー

契約課 課再編 契約に関すること（法務契約課を再編） ☆☎ 35-1137 
☆☎ 40-7023 前川本館２階

契約課検査室 名称変更（旧：技術指導検査室）
防災課 名称変更（旧：防災安全課） ☎40-7100 市民防災館３階

財務部
財政課 名称変更（旧：財務政策課） ☎35-1110 前川新館５階

管財課 名称変更（旧：財産管理課） ☎35-1120 前川新館２階事務移管 指定管理者制度に関すること ☆☎40-7111

市民生活部

ー 名称変更（旧：市民文化スポーツ部） ー ー
市民協働課 名称変更（旧：市民協働政策課） ☎ 35-1664 前川新館２階
市民課 事務移管 町名改正等による地番、住所変更の証明書発行 ☆☎35-1113 市民防災館１階

環境課 事務移管
名称変更

都市環境部から移管し、環境管理課から環境課
に名称変更／弘前霊園の受け付けなど、一部業
務を本庁舎で実施

☆☎36-0677、☆☎ 70-
7035（環境保全係）
☆☎35-1130（資源循環係）
☆☎32-1969（廃棄物政策係）

前川新館２階

環境課町田事業所 事務移管
名称変更

環境パトロールなどの一部業務は、引き続き町
田事業所（現在の場所） ☆☎32-1952 町田字筒井

文化スポーツ課 名称変更（旧：文化スポーツ振興課） ☎40-7015 前川新館４階

福祉部

ー 部再編 健康福祉部を福祉部と健康こども部に再編
福祉部長は、福祉事務所長を兼務 ー ー

福祉総務課

課再編 福祉政策課を福祉総務課と障がい福祉課に再編

☆☎40-7037
前川本館１階事務移管

災害に係る弔慰金、障害見舞金、援護資金に関
すること／戦傷病者、戦没者の遺族、旧軍人の
恩給等に関すること／指導監査に関すること

障がい福祉課 事務移管 障害児入所施設（弥生学園）に関すること／障
がい者に関すること ☆☎40-7036

就労自立支援室 事務移管 生活福祉課の課内室として設置（場所は変更なし）☆☎ 36-3776 ヒロロ（駅前町）３階

健康
こども部

ー 部再編 健康福祉部を福祉部と健康こども部に再編 ー
こども家庭課 名称変更（旧：子育て支援課） ☎ 35-1131 前川本館１階
健康増進課 名称変更（旧：健康づくり推進課） ☎37-3750 野田２丁目
地域医療推進室 名称変更（旧：地域医療総合戦略対策室） ☎37-3788 前川本館３階

農林部 農政課 名称変更（旧：農業政策課） ☎40-0656 前川本館３階

商工部
ー 名称変更（旧：商工振興部） ー ー
商工労政課 名称変更（旧：商工政策課） ☎35-1135 前川新館５階産業育成課 事務移管 物産振興に関すること ☆☎32-8106

観光部 名称変更（旧：観光振興部） ー
観光課 名称変更（旧：観光政策課） ☎ 35-1128 前川新館５階

建設部

土木課 名称変更（旧：建設政策課） ☎35-1127 前川新館４階
道路維持課雪対策室 室新設 雪に関する事務を一本化するため道路維持課内に新設 ☆☎ 32-8555 茜町２丁目

建築住宅課 課新設 市営住宅などに関すること／市施設の建築・保
全などに関すること

☆☎35-1321 
☆☎ 40-7052 前川新館４階

都市整備部

ー 名称変更（旧：都市環境部） ー ー

都市計画課

名称変更（旧：都市政策課） ☎35-1134

前川新館３階
係の再編 景観に関すること ☆☎34-3219（景観係）

事務移管 開発指導、区画整理事業に関すること
☆☎34-3233（区画整理係）
☆☎ 35-1134（計画・開
発指導係）

地域交通課 課新設 交通政策推進室を課に格上げし、名称を変更 ☆☎ 35-1124
吉野町緑地整備推進室 場所変更 市民防災館３階へ移動 ☎40-7123 市民防災館３階

上下水道部 営業課 課新設 水道料金等の賦課や給排水に関すること ☆☎55-6894 
☆☎ 55-6895 岩木庁舎１階

教育委員会
教育総務課 名称変更（旧：教育政策課） ☎82-1639

岩木庁舎３階事務移管 教職員の人事に関すること ☆☎82-1639
学校整備課 名称変更（旧：学校づくり推進課） ☎ 82-1645

※区画整理課とスマートシティ推進室は廃止しました。

☆…新設・再編・事務移管のため変更のあった電話番号

補助対象者 補助対象経費 補助金額 備考
空き地を購
入し住宅を
新築する人

空き地の購入
費用

補助率２分の１
（限度額＝30万円）

子育て世帯
は限度額
10万円、
移住者は限
度額10万
円を上乗せ

空き家を購
入する人

空き家（敷地
を含む）の購
入費用

補助率２分の１
（限度額＝20万円）

空き家を賃借
する市外から
の移住者

３年間分の賃
借料

補助率２分の１
（限度額＝25万円）

子育て世帯
は限度額
10万円を
上乗せ

空き家所有者
解体費用 補助率２分の１

（限度額＝50万円）
動産（家財）
処分費用

補助率２分の１
（限度額＝５万円）

※空き家・空き地バンク制度により、売買契約または賃貸借
契約が成立した場合に補助金が交付されます。

　空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進
を図るため、空き家・空き地の購入、賃借、空き家
の解体、動産の処分に対して補助金を交付します。
▼補助対象物件　弘前圏域空き家・空き地バンク
に登録された市内の空き家（併用住宅を含む住宅
に限る）または住宅の建築が可能な空き地
▼補助対象者　①空き地を購入し、その土地に住
宅を新築する人／②空き家（敷地を含む）を購入
する人／③移住者で、空き家を賃借する人／④所
有する空き家を解体する人／⑤所有する空き家に
ある動産（家財）を処分する人
※この補助金制度を利用して行う住宅の新築、空
き家の解体・動産の処分は、市内業者（市内に本
店を有するもの）に発注する必要があります。
※現在の住まい（自己または親族が所有するもの）
が転居することによって空き家になる場合は対象
になりません。
※移住者とは、補助金を申請する時点で、１年以

上弘前市以外の市区町村に住民登録をしていた人
で、弘前市に移住しようとする人をいいます。
▼申請期間　５月７日～翌年２月28日（先着順）
※予算の範囲内で受け付けます。交付の条件など
について詳しくは問い合わせを。
■問い合わせ先　建築指導課（☎40-0522）

空き家・空き地の利活用事業費補助金の
申請受け付けが始まります

　20歳を迎える皆さんの中から、「成人式」の
企画などを行う企画運営委員を募集します。
▼成人式開催日（予定）　2020年１月 12日（日）
▼対象　平成 11年４月２日～平成 12年４月１
日生まれで市内在住の人
▼活動内容　企画会議（年５回程度）に出席し、
成人式に関わる事項の企画などを行います（開催
日は委員の都合を考慮し決定）。

▼募集人員　10人程度
▼応募方法　５月 10日（金）までに、はがきか
ファクスまたはＥメール（住所・氏名〈ふりがな〉・
生年月日・性別・連絡先・勤務先か学校名を記入）
で申し込みを。
■問い合わせ先　生涯学習課（〒 036-1393、
賀田１丁目１の１、☎82-1641、ファクス 82-
2313、Eメール shougai@city.hirosaki.lg.jp）

新成人の手で
企画運営します

成人式企画運営委員を募集

３科の診療日が
変更となります

市立病院外来診療日の変更

▼産婦人科　毎週月・水・金曜日と毎月最終木曜日
（受付時間はいずれも午前８時30分～11時）
▼皮膚科　毎週火曜日（受付時間＝午後１時～２
時30分）
■問い合わせ先　市立病院医事課（☎34-3211）

　４月１日から、外来診療日が変更となります。
なお、４月 27日（土）～５月 6日（月・振休）
は休診となります。
▼一般外科　常勤医師不在のため休診（乳腺外科
診療日は変更なし）

シリーズ①
どうする空き家 !?
空き家に関する役立つ情報を
定期的にお知らせします
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　市では、健康増進法に基づき、「弘前市健康増
進計画『健康ひろさき21（第２次）』」を策定し、
市民の健康増進に向けた取り組みを進めてきたと
ころです。計画期間の前半が終了したことから、
これまでの取組実績を中間評価するとともに、課
題の整理等を行い、当初計画の目標等を見直した
改定版（案）としてまとめましたので、市民の皆
さんから意見や提案（パブリックコメント）を募
集します。
▼募集期間　４月15日（月）～５月15日（水・必着）
▼閲覧方法
○市のホームページから閲覧
○次の場所で閲覧（土・日曜日、４月 27日～５
月 6日を除く）
健康増進課（野田２丁目、弘前市保健センター１
階）、市役所総合案内所（市役所１階）、岩木総合
支所総務課（賀田１丁目）、相馬総合支所民生課（五
所字野沢）、市民課駅前分室（駅前町、ヒロロ３階）、
市民課城東分室（末広４丁目、総合学習センター
内 )、各出張所
▼対象者　
①市内に住所を有する人
②市内に事務所または事業所を有する個人および
法人その他の団体
③市内の事務所または事業所に勤務する人
④市内の学校に在学する人
⑤本市に対して納税義務を有する人または寄付を

行う人
⑥本改定版（案）に利害関係を有する人
▼提出方法　所定の記入用紙または任意の様式
に、住所、氏名（法人などの場合は名称および代
表者氏名）、在住・在学の区分（任意様式の場合
は対象①～⑥のいずれか）、件名（任意様式のみ、
「健康ひろさき21（第２次）改定版（案）への意見」
など）を記入し、次のいずれかの方法で提出くだ
さい。
①郵送…〒 036-8711、野田２丁目７の１、健
康増進課宛て
②健康増進課へ直接持参（土・日曜日を除く）
③ファクス…37-7749
④ Eメール…kenkou@city.hirosaki.lg.jp
⑤「わたしのアイデアポスト」へ投函・・・市役
所総合案内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支
所民生課、市民課駅前分室、市民課城東分室、各
出張所に設置
※記入漏れなどがある場合は意見として受け付け
ませんので、ご注意ください。また、電話など口
頭では受け付けません。
▼意見等の公表など　寄せられた意見などは、計
画改定の参考とするほか、後日集約し、住所・氏
名を除き、対応状況を市ホームページで公表しま
す。なお、個別の回答はしませんので、ご了承く
ださい。
■問い合わせ先　健康増進課（☎37-3750）

「弘前市健康増進計画『健康ひろさき21（第２次）』
改定版（案）」への意見募集（パブリックコメント）

あなたの声を
市政に反映

　地籍調査は、土地登記の単位である「筆」ごとに、
所有者・地番・地目および境界の調査・測量を行
い、「地籍図」や「地籍簿」を作成する事業です。
皆さんの財産である土地の保全に万全を期するた
め、調査にご協力をお願いします。
　対象地区の人には、別途説明会開催の文書を送
付しますので、届き次第ご確認ください。
▼平成 31 年度調査実施予定地　樋の口町、茜
町２丁目、茜町３丁目、常盤坂１丁目、常盤坂２
丁目、常盤坂３丁目、常盤坂４丁目

▼土地所有者へのお願い
○あらかじめ隣接する土地の所有者と土地の境界
を確認しておいてください。
○土地の境界が雑草などで確認しにくい場所は、
刈り払いなどをし、境界を明らかにしておいてく
ださい。
○立ち会いについては登記名義人に通知しますの
で、売買などがあり登記が済んでいない場合は、
早めに登記手続きをしておいてください。
■問い合わせ先　農村整備課（☎40-7103）

調査にご協力
ください 地籍調査 ～「地籍」は土地の「戸籍」です～

市政情報Town Information 市政情報Town Information 市政情報Town Information●弘前市役所　☎35-1111
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 イベント
鳴海要記念陶房館の催し

【電動ロクロ体験】
▼とき　４月 19 日（金）～
21 日（日）の午前 10 時～午
後３時
▼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）
※所要時間約45分。予約優先。
【春の灯りと木のぬくもりvol.２】
▼とき　４月 27日（土）～５
月６日（月・振休）の午前９時
～午後４時（最終日は午後３時
まで）
▼内容　ひょうたんランプ、木
のいすや皿などの展示・販売

▼観覧料　無料
～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）

名勝「瑞楽園」開園

　瑞楽園は明治から昭和初期に
かけて造られた大石武学流庭園
です。ぜひお越しください。
▼開園期間　４月 20 日（土）
～11月 20日（水）
▼開園時間　午前９時 30分～
午後４時30分
▼入場料　無料
■問瑞楽園（宮館字宮館沢、☎
96-2744）

津軽塗技術保存会
「春の特別発表会」

▼とき　４月 20 日（土）～
29 日（月・祝）の午前 10 時
～午後５時
▼ところ　旧紺屋町消防屯所
▼内容　津軽塗技術保存会が制
作した作品等の展示、津軽塗作
品販売、津軽塗に関する解説パ

ネルの展示
※期間中不定期に伝承者養成研
修の一般公開も行います。詳し
くは問い合わせを。
▼入場料　無料
■問津軽塗技術保存会事務局（文
化財課内、☎82-1642）

ヒロロスクエアのイベント

【ヒロロパーティー～春のソロ
コンテスト～】
　幼児から大人まで世代を超え
たダンスの発表をご覧ください。
▼とき　４月 27 日（土）、午
後５時～７時
▼ところ　３階イベントスペース
▼入場料　無料
【ヒロロだよ！全員集合！春の
陣】
　「炎の 7番勝負！」をテーマ
にさまざまなスポーツレクリ
エーションを体験できます。
▼とき　５月３日（金・祝）、
午前10時～午後２時
▼ところ　３階イベントスペース
▼内容　ユニカール、プラズマ
カーレース、ミニ障害物競走など
※全て体験すると参加賞がもら
えます。
▼対象　幼児から小学生とその
保護者
▼参加料　1人 100円
※事前の申し込みは不要。
【こどものゆめミュージアム】
　お笑い芸人・アキラボーイに
よる摩訶不思議なデジタルアト
ラクションを体験できます。
▼とき　５月３日（金・祝）、
①午前 11時～正午、②午後２
時～３時
▼ところ　４階市民文化交流館
ホール
▼参加料　無料
■問ヒロロスクエア賑わい創出委
員会（市民文化交流館内、☎
35-0154〈午前８時 30 分～
午後９時〉）

　青森県中弘地区消防協会の定期観閲式が、市
役所周辺と弘前公園内で行われます。消防団員
の機械点検や部隊行進のほか、歴史と伝統を誇る日本一のまとい振
り、はしご乗りの演技を披露します。
▼とき　５月５日（日・祝）
▼内容　第１会場＝市役所周辺（午前７時開始）…機械点検、放水
訓練、自動車部隊分列行進／第２会場＝弘前公園内
（午前９時開始）…人員服装点検、徒歩部隊分列行進、
まとい振り・はしご乗り演技、式典

【交通規制にご協力を】
　当日は、午前６時15分から８時30分まで市役所周辺～
弘前文化センター（下白銀町）外濠沿いで一般車両の通行が規制さ
れます。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。
■問防災課（☎40-7117）

消防観閲式
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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）

春の動物ふれあい
フェスティバル 2019

～共に生きる新しい時代の幕開
け～
▼とき　５月４日（土・祝）・
５日（日・祝）、午前 10 時～
午後４時
▼ところ　青森県動物愛護セン
ター（青森市大字宮田）
▼内容　ドッグヨーガ、ワン
ちゃん栄養学教室など
■問青森県動物愛護センター（☎
017-726-6100）

理研よこはま
サイエンスカフェ

【ビッグデータで健康の未来を
予測する！ - 寿命から健康の本
質を考えよう -】
▼とき　５月 11 日（土）、午
後２時～３時 30分（受け付け
は午後１時30分～）
▼ところ　弘前大学健康未来イ
ノベーションセンター（在府町）
▼講師　村下公一さん（弘前大
学COI教授）、三木一郎さん（理
化学研究所マネージャー）
▼定員　60人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　４月 23 日
（火）正午までに、ホームペー
ジ（https://www.yokohama.
riken.jp/sciencecafe/）また
はＥメール（氏名・年代・電話
番号を記入）で、申し込みを。
■問理化学研究所横浜事業所（総
務課、☎045-503-9111〈内線
2223〉、■Ｅ yscafe@riken.jp）

弘前学院外人宣教師館（国
重文）・礼拝堂の特別公開

▼とき　４月 27 日（土）～
29 日（月・祝）の午前９時
30分～午後４時
▼ところ　弘前学院大学（稔町）
▼見学料　無料
※軽食・雑貨販売やハンドベル・
クワイアの演奏も行います。詳
しくは問い合わせを。
■問弘前学院大学文学部（生島〈お
じま〉さん、☎34-5211）

はるか夢球場のイベント

【バッティングセンター】
▼とき　４月 27日（土）・28
日（日）、午前９時～午後４時（受
け付けは午前８時30分～）
▼参加料　500円（１回24球）
▼持ち物　バット、ヘルメット
（無料貸し出しあり）
※スパイクの着用は不可。

【防災フェスタ】
▼とき　４月 28 日（日）、午
前10時～午後１時
▼内容　地域防災拠点施設「は
るか夢球場」の見学（見学ツアー
は午前 10時 30 分～、正午～
の 2回実施）、防災車両展示・
乗車体験、非常食試食、スタン
プラリーほか
※全ての防災コーナーに参加し
た人には、バッティングセン
ター10球無料券を贈呈。
▼参加料　無料
～共通事項～
▼ところ　はるか夢球場（豊田
２丁目、運動公園内）
※事前の申し込みは不要。雨天
による中止の場合、当日の午前
８時に市体育協会フェイスブッ
クでお知らせします。
■問運動公園（☎27-6411）

こぎんフェス

　津軽こぎん刺しの展示、こぎ
んグッズの販売やワークショッ
プなどを行います。
▼とき　４月28日（日）～30
日（火・休）の午前10時～午
後８時（最終日は午後６時まで）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼入場料　無料
■問こぎんフェス実行委員会（し
まや内、☎32-6046）

郷土文学館ラウンジの
ひととき

▼とき　５月４日（土・祝）、
午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）
▼内容　マンドリンとギターの
コンサート
▼出演　古川里美さん、今井正
治さん
▼観覧料　高校生以上＝ 100

東北女子大学公開講座

▼内容と日程　「百人一首を楽
しく読む～文学作品として～」
＝４月 20日、５月 11日、６
月８日、７月13日、９月７日、
10月５日、11月２日、12月
７日、2020 年１月 11日、２
月 15 日（いずれも土曜日）、
午前 10時 30 分～正午／「楽
しく本を読もう～脳の活性化の
ために～」＝４月 27日、５月
25日、６月 29日、７月 27日、
９月 28 日、10 月 26 日、11
月 30日、12月 21日、2020
年１月 25日、２月 29日（い
ずれも土曜日）、午前10時 30
分～正午
▼ところ　東北女子大学（清原
１丁目）
▼対象　高校生以上
▼受講料　無料
※当日参加もできますが、なる
べく事前の申し込みを。
■問東北女子大学公開講座係（☎
33-2289）

環境整備センタープラザ棟
の教室

【木製立体パズル作り教室】
▼とき　５月３日（金・祝）、
午前９時30分～正午
▼講師　尾崎行雄さん
▼定員　15 人（小学生以下は
保護者同伴）
【花と香りを楽しむアロマワッ
クス作り教室】
▼とき　５月５日（日・祝）、
午前９時30分～正午
▼講師　プラザ棟職員
▼対象　小学生以上＝ 20 人
（小学生は保護者同伴）
▼持ち物　牛乳パック１枚、ア

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
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ロマオイル（持っている人のみ）
～共通事項～
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
▼参加料　無料
▼申し込み受け付け　４月 21
日（日）から
■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〈月曜
日が祝日の場合は翌日〉は休み）

市民ボランティアによる
パソコン講座

【はじめてのパソコン講座】
▼とき　５月 10 日・17 日・
24日（いずれも金曜日）の午
前10時～午後３時
※３日間で１セットの講座で
す。
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　パソコンの基本操作、
文字入力
▼対象　パソコン初心者の市民
＝30人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、昼食
▼申し込み受け付け　４月 21
日（日）から
【ボランティアサポートスタッ
フ募集】
　パソコン講座を手伝ってみま
せんか。パソコン（ソフト）に
関する知識があれば、年齢や経
験は問いません。
※詳しくは、問い合わせを。
■問学習情報館（総合学習セン
ター内、☎ 26-4800〈午前８
時30分～午後５時〉）

手作り絵本講習会

～世界に１冊だけの自分の絵本
をつくろう～
▼とき　５月 11 日（土）、午
後１時～４時30分

▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼講師　ささやすゆきさん
▼対象　親子10組（先着順）
▼参加料　１冊につき100円
▼申し込み受け付け　４月 19
日（金）から
■問弘前図書館（☎32-3794）

初心者向けりんご研修会
（摘果編）

▼とき　５月 25 日（土）、午
前10時～
▼集合場所　りんご公園（清水
富田字寺沢）
▼内容　①基本コース（午前
11 時 30 分頃まで）…初心者
向けりんごの摘果研修（実技研
修、作業DVDの視聴）
②応用コース（午後３時頃まで）
…①のステップアップ研修
▼講師　青森県りんご協会職員
ほか
▼対象　①りんごの補助作業に
関心のある市民または市内で就
農を希望する人＝ 50人、②①
の参加者で、りんご園地でのア
ルバイト希望者、または、りん
ご園地で補助作業を行っている
人＝20人
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、汗拭きタオ
ル、雨合羽（雨天時）、昼食（②
参加者のみ）
▼申し込み方法　５月 17 日
（金）までに、電話かファクスま
たはEメール（氏名・電話番号・
りんご作業経験の有無・希望の
コースを記入）で申し込みを。
※無料の託児があります。希望
者は４月 25日（木）までに申
し込みを。
※天候等により６月１日（土）
に延期の場合あり。
■問 農政課（☎ 40-7102、■Ｆ
32-3432、 ■Ｅ nousei@city.
hirosaki.lg.jp）

★観察会　春の星座を楽しも
う
▼とき　４月 27 日（土）
★観察会　月面をのぞこう
▼とき　５月 11 日（土）
～共通事項～
▼時間　午後７時～ 9 時
▼ところ　星と森のロマン
トピア（水木在家字桜井）
▼入 館 料　 高 校 生 以 上 ＝
200 円 ／ ４ 歳 ～ 中 学 生 ＝
100 円／３歳以下、市民は
無料。
▼通常開館時間　午後１時
～ 10 時（最終入館は午後９
時 30 分）
■問星と森のロマントピア天文
台（☎ 84-2233、月曜日は
休み）

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

 教室・講座
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さんかくネット受付時間と
受付場所の変更

　市民参画センターで受け付け
を行っていた「さんかくネット」
の受付時間と受付場所が、４月
１日から次の通り変更になりま
した。
▼受付時間　平日の午前８時
30分～午後５時
▼受付場所　企画
課（市役所２階）
■問 さんかくネッ
ト（企画課内、☎
31-2501）

４月 21 日は弘前市議会議員
一般選挙の投票日

　投票日当日、仕事や用事など
で投票できない人は、４月 15
日（月）～ 20日（土）に実施
している期日前投票を利用しま
しょう。詳しくは、広報ひろさ
き３月 15日号でご確認くださ
い。
■問選挙管理委員会事務局（☎
35-1129）

市民意識アンケート

　市政や市民生活に対する市民
の意識・意向を把握し、施策の
企画・改善に活用するためのア
ンケートです。調査結果は、今
後の市政運営にとって重要な基
礎資料として活用しますので、
ご協力をお願いします。
▼期間　４月 22日（月）～５
月13日（月）
▼対象　16歳以上の市民＝約
2,600人
※住民基本台帳から無作為に抽
出します。

▼調査方法　調査員が対象世帯
を訪問し、アンケート用紙を配
布・回収します。
■問広聴広報課統計係（☎ 40-
7016）

星と森のロマントピア
大浴場・プール料金の改定

　６月１日（土）から、大浴場
とプールの料金を以下の通り改
定します。
▼料金（大浴場・プール共通）
大人（中学生以上）＝ 500 円
／小人（小学生以上）＝ 300
円／幼児（３歳以上）＝ 150
円／シルバー会員（65歳以上）
＝400円
※お得な回数券や温泉会員など
もあります。
▼早朝入浴料金（午前６時～ 9
時 30 分）　大人＝400円／小
人＝200円／幼児＝100円
▼注意事項　回数券の販売など
は５月 19日（日）で一時終了
し、６月１日（土）から再開し
ます。なお、購入済みの回数券、
温泉会員証は期限内であれば利
用できます。
■問星と森のロマントピア（予約
係、☎84-2288）

第 58 回弘前市子どもの祭典
実行委員募集

　11月３日（日・祝）に開催
される「第 58回弘前市子ども
の祭典」の企画や運営をしてみ
たい生徒を募集します。
▼活動場所　弘前文化センター
（下白銀町）
▼内容　①企画会議（月２回程

度。最初の会議は５月下旬を予
定）／②祭典当日（11月３日）
の運営
▼対象　市内の中学生・高校生
＝30人程度
▼申し込み方法　５月７日（火・
必着）までに、はがきかファク
スまたはＥメール（住所・氏名
〈ふりがな〉・性別・電話番号・
学校名・学年・保護者氏名を記
入）で、申し込みを。
■問弘前市子どもの活動支援会事
務局（中央公民館内、〒 036-
8356、下白銀町 19 の４、☎
33-6561、■Ｆ 33-4490、■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

津軽の名人・達人バンク

　「津軽の名人・達人バンク」は、
地域の皆さんが学校、施設、団
体、サークル等の活動で講師が
必要なとき、皆さんの希望や目
的に合わせて講師を活用できる
よう実施している事業です。
　登録者名簿は、津軽広域連合
のホームページか、ヒロロ（駅
前町）３階津軽広域連合事務室
入口で確認できます。
　また、自分の特技を講師とし
て指導できる「名
人・達人」も募集
しています。詳し
くは、お問い合わ
せください。
■問津軽広域連合（☎ 31-1201、
■Ｈ http://tsugarukoiki.jp/)

危険物取扱者試験・
事前講習会

【危険物取扱者試験】
▼とき　６月８日（土）
▼ところ　弘前東高校（川先４
丁目）
▼種類　甲種（受験資格必要）
／乙種（第１類～６類）／丙種

▼受付期間　４月 18 日（木）
～５月13日（月）
※４月 15 日（月）～５月 10
日（金）は専用ホームペー
ジ（https://www.shoubo-
shiken.or.jp）から電子申請
ができます。
▼受験願書配布場所　弘前消防
本部予防課、消防署および分署
【事前講習会】
▼とき　５月 23日（木）・24
日（金）の午前９時 30分～午
後４時30分（２日間）
▼ところ　弘前消防本部（本町）
３階大会議室
※車での来庁はできませんので
最寄りの駐車場をご利用くださ
い。
▼対象　乙種第４類の受験者の
うち受講を希望する人
▼受講料・テキスト代　受講
料＝ 4,500 円（弘前地区消防
防災協会加入事業所は 2,000
円）、テキスト代＝1,700円（テ
キストのみの購入は不可）
※受講料などは講習日１日目に
会場で徴収します。
▼申込受付期間　４月 25 日
（木）～５月15日（水）
■問 弘前消防本部予防課（☎
32-5104）

松くい虫被害および
ナラ枯れ被害の予防

　松くい虫被害およびナラ枯れ
被害は、それぞれ特定の昆虫に
よって運ばれる線虫や菌によ
り、マツおよびナラ類（ミズナ
ラやカシワなど）が枯れる伝染
病です。
　これらの被害が県内で拡大す
ると、本県の自然景観や観光資
源などに大きな影響を与えます
ので、以下の３点について皆さ
んのご協力をお願いします。
①線虫や菌を運ぶ昆虫は、マツ
やナラ類伐採時の臭いに集まる

ため、活動期である６月～９月
は、伐採を控えましょう／②マ
ツやナラ類の丸太や苗木などを
他県から持ち込むと、被害木や
昆虫が侵入する可能性がありま
すので、県内産のものを利用し
ましょう／③被害を防ぐために
は、早期発見・早期駆除が重要
です。自宅の庭木や街路樹、山
林などで枯れている、または葉
が変色し枯れそうなマツやナラ
類を見つけたら、ご連絡くださ
い。
■問農村整備課（☎ 40-7103）
／中南地域県民局林業振興課
（☎33-3857）

県税のコンビニ納税と
口座振替制度

　自動車税・不動産取得税・個人
事業税はコンビニエンスストア
で納付できます。また、口座振替
できる県税は次のとおりです。
○個人事業税…定期賦課分
○法人県民税・事業税（地方法
人特別税を含む）…中間・確定
申告分
○自動車税…６月納期分（４月
26日〈金〉までに申し込みが
必要）
○軽油引取税
※申込用紙は各金融機関・中南
地域県民局県税部の窓口に備え
付けてあります。
■問中南地域県民局県税部納税管
理課（☎32-4341）

在宅患者訪問歯科診療

　弘前歯科医師会所属の歯科医
師が、ねたきり高
齢者や身体障がい
者等の自宅などを
訪問して、歯科診
療や口腔（こうく
う）衛生の指導を
行っています。

▼診療内容　診療、口腔ケア・
リハビリ／口腔の健康に関する
啓発／その他口腔の健康増進な
ど
※治療費や歯科医師の交通費な
ど依頼者の費用負担がありま
す。詳しくは問い合わせを。
■問 弘前歯科医師会（☎ 27-
8778）

 

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

◎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。

内　科
5/5 関医院中津軽診療所
（賀田１）

☎82-3006

12 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

19 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

26 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻咽喉科・眼科
5/3 なんば耳鼻咽喉科
（高田５）

☎55-8749

４ たかはし眼科
（紺屋町）

☎31-3456

５ あきた耳鼻咽喉科ク
リニック（南城西２）

☎32-2332

19 加藤眼科クリニック
（田町５）

☎31-3711

歯　科
5/1 鳴海デンタルクリニ
ック（城東中央３）

☎26-2301

２ 竹沢歯科クリニック
（松原西３）

☎88-1717

３ 佐藤歯科医院
（賀田）

☎82-3032

４・
５
ほくおう・歯科医
院（北横町）

☎33-4618

６ 百石町デンタルク
リニック（百石町）

☎55-6480

12 杉山歯科クリニック
（泉野２）

☎55-0811

19 沢田歯科クリニック
（茂森新町１）

☎26-7176

26 遠藤歯科（代官町）☎36-5560

 

 その他
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 各種スポーツ・体操教室

（※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（希望コース）を記入の上、各申込先まで郵送を。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。／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。各自傷害保険に加入を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。

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
①2019弘
前さくらま
つりお花見
カヌー体験

4月19日・22日・23
日・25日・26日、5
月４日・5日の午前６
時30分～７時30分

弘前公園西濠ボ
ート乗り場

カヌーの基本技
術指導、水上か
らのお花見

小学生以上
＝各回10人
（初心者、経
験者各5人）

1回
1,000円

参加希望日前日の午後３
時までに、弘前Ｂ＆Ｇ海
洋センター（☎33-
4545）へ。

②一緒に歩
こう！ノル
ディックウ
ォーキング

5月 10日～ 11月 8
日の毎週金曜日（８月
９日を除く）、午前10
時～ 11時 30分

弘前公園内
ノルディックウ
オーキングポー
ルを用いたウオ
ーキング

約5㎞歩け
る人

2,500円
※ポール
レンタル
は1回
100円。

河西体育センター
（☎38-3200）

③ナイター
ノルディッ
クウォーキ
ング前期

5月 13日～ 6月 24
日の毎週月曜日（５月
27日を除く）、午後６
時30分～７時45分

弘前Ｂ＆Ｇ海洋
センター（八幡
町１丁目）、運
動公園（豊田２
丁目）周辺

ノルディックウ
オーキングポー
ルを用いたウオ
ーキング

各回20人 1回
200円

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎33-4545）

④テニス体
験教室（夜）

５月７日～６月25日
の毎週火曜日、午後７
時～９時 運動公園（豊田

2丁目）庭球場
基本のストロー
ク

テニス初心
者の市民＝
各10人（学
生不可）

無料 ４月25日（必着）までに、
市民体育館（〒036-
8362、五十石町7、
☎ 36-2515）へ。
（※1）（⑥のみ※2）

⑤テニス体
験教室（午
前）

5月 8日～ 6月 12日
の毎週月・水曜日、午
前10時～正午

⑥体力づく
り教室

5月 10日～ 7月 19
日の毎週金曜日、午前
10時 30分～ 11時
30分

ヒロロ（駅前町）
3階健康ホール

ストレッチ体操
と筋力トレーニ
ング

市民＝20人 無料

⑦かけっこ
教室

5月 10日～ 6月 5日
の毎週水・金曜日（５
月17日・29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、用具
を使用したトレ
ーニング

小学校1年
生～ 4年生
＝ 20人

無料
4月 30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）（⑦のみ※２）⑧初めまし

て !! 水中ウ
ォーキング
教室

5月 10日～ 24日の
毎週月・金曜日、午後
1時30分～2時30分

水中ウオーキン
グ、水中ストレ
ッチ、ゲームを
しながらできる
筋トレ、脳トレ

水中ウオー
キング初心
者の市民＝
10人

無料

⑨ゆったり
ヨガ教室

５月14日・28日の午
後２時～３時

温水プール石川
（小金崎字村元）
研修室

初心者や高齢者
向けのヨガ

65歳以上の
市民＝各20
人（先着順）

無料 4月 15日から、温水プー
ル石川（☎49-7081）へ。

⑩楽しく散
策ウォーク

５月16日～７月25
日の毎週木曜日、午前
10時～正午

金属町体育セン
ター周辺

自然を眺めなが
らの、楽しいウ
オーキング

市民＝15人 無料

4月 30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）

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

弘前公園中濠観光船の
船頭養成研修

　弘前公園中濠で運行している
観光船の船頭になってみません
か。実習を含む研修を受講し、
知識や技術を習得した人には中
濠観光船の船頭（期間限定のア
ルバイト）として従事していた
だきます。

▼とき　５月 13 日（月）～
17日（金）の午前９時～午後
４時
▼ところ　弘前公園中濠
▼対象　18歳以上で健康な人
▼受講料　無料
▼申込期限　５月９日（木）
※詳しくは問い合わせを。
■問弘前観光コンベンション協会
（☎35-3131）

求職者支援訓練

　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
要件を満たした求職者には訓練
期間中に職業訓練受講給付金が
支給されます。
【職場で使えるパソコン基礎科】
▼とき　６月 11 日（火）～
10月 10日（木）
▼ところ　S.K.K. 情報ビジネ
ス専門学校徳田校舎（徳田町）
▼申込期限　５月16日（木）
【経理事務科】
▼とき　６月 24 日（月）～
10月 23日（水）
▼ところ　JMTC弘前教室（外
崎４丁目）
▼申込期限　５月29日（水）
～共通事項～

有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

▼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、申込期限ま
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　４月下旬お
よび５月下旬に市民文化交流館
ホール（駅前町、ヒロロ４階）で、
職業訓練制度および訓練内容の
説明を行います。
■問 弘前公共職業安定所（☎
38-8609、音声案内42＃）

花苗の無料配布

▼とき　４月 21 日（日）、午
前10時～
▼ところ　弘前駅城東口緑地
（表町）
※無料配布は無くなり次第終了。
当日は、樹木のせん定方法や雪
囲いの方法など、植木や庭につ
いての相談も受け付けます。
■問弘前市造園組合（三浦造園内、
☎95-2246）

河川愛護モニター募集

▼任期　７月１日から１年間
（予定）
▼活動地区　岩木茜橋～清瀬橋
区間（岩木川左右岸）
▼活動内容　巡視月誌の提出
（月１回）、岩木川に関する情報
提供や河川の異常を発見したと
きの通報、河川関係行事への参
加など
▼募集人数　活動地区付近に居
住している満 20歳以上の人＝
２人
▼報酬　月額4,500円程度
※ 詳 し く は、 ホ ー ム ペ ー
ジ（http://www.thr.mlit.
go.jp/aomori/）で確認する
か、問い合わせを。
▼申し込み方法　５月 17 日

（金・必着）までに、郵送（履
歴書と「川とのかかわり」につ
いて簡単に記述したもの〈任意
様式〉を同封）で申し込みを。
■問青森河川国道事務所河川占
用調整課（〒 030-0822、青
森市中央３丁目 20 の 38、☎
017-734-4537）

仕事休（やす）もっか計画

　ゴールデンウィークに年次有
給休暇をプラスして自分流バ
ケーションを楽しみましょう。
～事業主の皆さんへ～
　労働基準法が改正され、使用
者は、10日以上の年次有給休
暇が付与される全ての労働者
に、毎年５日間の年次有給休暇
を確実に取得させることが必要
となりました。年次有給休暇の
計画的付与制度の導入を検討し
ましょう。
■問青森労働局雇用環境・均等室
（☎017-734-6651）

第４回弘前の魅力発信
WEB コンテスト

　「弘前の魅力発信」をテーマ
としたWEBコンテンツを募集
します。
▼対象　市内の中学生または中
弘南黒地区の高校生で構成され
た４人以内のグループまたは個
人＝15チーム（先着順）
※昨年と同じチームでの参加は
不可。応募者は５月11日（土）
に開催する事前説明会への参加
が必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　５月７日（火）
までに、公式ホームページ
（http://www.hcci.or.jp/hp_
contest/）から申し込みを。
■問弘前商工会議所情報・教育文
化部会（八木橋さん、村谷さん、
☎33-4111） 　
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　りんごの花がかれんに咲き誇るりんご公園
で、まつり期間中の土・日曜日を中心に、楽し
いイベントを開催します。家族や友達と一緒に
おいでください。
　また、りんご公園はまつり開会日からリニュー
アルオープンします。ぜひご来園ください。
▼期間　５月６日（月・振休）～12日（日）
※リニューアルオープン記念セレモニーおよび
まつり開会式は５月６日の午前10時～。
▼ところ　りんご公園（清水富田字寺沢）
▼週末イベント　RINGOMUSUME（りんご
娘）ライブ、キャラクター握手撮影会、大西ラ
イオンお笑いステージ、絵入りりんご制作体験、
グルメコーナー、お出かけ動物園など

【巨大アップルパイ無料振る舞い】
　りんご公園のリニューアルオープンを記念し
て３m巨大アップルパイの無料振る舞いを行
います。
▼とき　５月６日（月・振休）
　　　　午前11時 30分～
▼限定数　1,500人分

■問い合わせ先　りんご課（☎40-7105）
※日によって実施するイベントが異なりますの
で、実施日などについては問い合わせを。また、
各イベントは天候などにより変更する場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。

3 月１日時点（推計）　●人口 171,643 人（-259）●男 78,630 人（-125）●女 93,013 人（-134）●世帯数 71,722 世帯（-137）  ※（ ）内の数は前月比。市の人口

　県内のシードル、リンゴ酒、リンゴ酢の飲み
比べができます。今回は昨年より３種類増えて、
16種類のりんごのお酒を飲み比べ！
　１番おいしいと思うお酒に投票して、グラン
プリを決定します。ぜひ参加して、お気に入り
を見つけましょう！
▼とき　５月11日（土）
　　　　午後４時～８時
▼ところ　りんご公園（清水富田字寺沢）
▼参加料　700円
※当日会場でお支払いください。

※未成年者の参加は不可。
▼前売券　1,500 円（シードルナイト参加チ
ケット 700 円 +飲食ブースチケット 1,000
円相当）
▼前売券販売場所　さくら野百貨店弘前店、
中三弘前店、市立観光館、まちなか情報セン
ター、FMアップルウェーブ、りんご公園、
A-FACTORY
■問い合わせ先　あおもりリンゴ酒推進協議
会事務局（A-FACTORY 内、☎ 017-752-
1890）


