
お知らせ版

2020

No.350

9/15

　

「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。

９月27日（日）
午前11 時～午後３時

【ジャズコンサート】
▼時間　午前11時 15分～、午後２時15分～
▼ところ　旧石戸谷家住宅内
～共通事項～
　マスクの着用、手の消毒をお願いするととも
に、受付での検温にご協力ください。新型コロ
ナウイルス感染症の状況を鑑みて中止となる場
合があります。また、雨天時は内容が変更とな
る場合があります。詳しくは市ホームページ、
チラシなどをご覧ください。
※会場周辺に出店があります。
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。自家用車で来場する人
は堀越地区雪置場駐車場をご利用ください。
■問い合わせ先　文化財課（岩木庁舎内、☎ 
82-1642）

第３回第３回 堀越城秋まつり堀越城秋まつり

▲整備された堀越城跡

　今年全面公開となった堀越城跡で、秋まつりを
開催します。まつり開催中、城内や旧石戸谷家住
宅内は自由に見学できます。
▼とき　９月27日（日）
　　　　午前11時～午後３時（雨天決行）
▼ところ　史跡堀越城跡管理活用支援エリア芝生
広場（川合字岡本、堀越地区雪置場横）ほか
▼内容

【ガイド付き見学ツアー】
▼時間　午前11時 15分～、午後２時15分～

【堀越城ちびっこ探検隊「堀越城を攻略せよ！」】
　子どもたちとお城の秘密を探検します。
▼時間　午後１時 15分～２時（受け付けは午前
11時～）
▼対象　中学生以下の子どもとその保護者＝ 30
人（先着順）
※汚れても良い服装で参加を。

【シンポジウム「津軽氏の城、南部氏の城」】
▼時間　午後１時～２時
▼ところ　芝生広場
▼講師　工藤清泰さん（東北中世考古学会会長）、
南部町史跡聖寿寺館跡整備担当者、八戸市史跡根
城跡整備担当者
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意見や提案を
お寄せください

弘前市パートナーシップ宣誓制度（案）
への意見募集（パブリックコメント）

に利害関係を有する人
▼提出方法　指定の様式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・在学の別（任意様式の場合は対象者
①～⑥のいずれか）、件名（任意様式の場合のみ、
「弘前市パートナーシップ宣誓制度（案）への意見」
など）を記入し、次のいずれかの方法で提出して
ください。
❶郵送…〒 036-8551、上白銀町１の１、企画
課宛て
❷企画課へ直接持参（土・日曜日、祝日を除く）
❸ファクス…35-7956
❹ Eメール…kikaku@city.hirosaki.lg.jp
❺「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・城東分室、各出張所に設
置
※記入漏れ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。
▼意見の公表など　寄せられた意見などは、制度
制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、個別回答はしませんので、ご了承ください。
■問い合わせ先　企画課（☎26-6349）

　市では、全ての人が個人としての尊厳が重んじ
られ、互いに多様な価値観を認め合いながら自分
らしく生きられる地域づくりの一環として「弘前
市パートナーシップ宣誓制度」の導入を検討して
います。
　今回、制度案がまとまりましたので、市民の皆
さんから意見を募集するため、パブリックコメン
ト（意見公募手続き）を実施します。
▼募集期間　9月 15日（火）～10月 14日（水・
必着）
▼制度案の閲覧方法
○市ホームページから閲覧
○次の場所で閲覧（土・日曜日、祝日を除く、午
前８時30分～午後５時）
企画課（市役所 2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
※市民課駅前分室は土・日曜日、祝日も閲覧可。
▼対象者　
①市内に住所を有する人／②市内に事務所等を有
する人または団体など／③市内に勤務する人／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附を行う人／⑥本制度（案）

あなたの力を
市政のために 会計年度任用職員（保健師）を募集

▼雇用期間　翌年３月31日まで（更新あり）
▼勤務時間　午前９時～午後３時 45分（実働６
時間、週30時間）
▼勤務場所　国保年金課
▼業務内容　特定保健指導、糖尿病性腎症重症化
予防、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実
施に係る個別訪問指導など
▼対象　保健師の資格および普通自動車運転免許
を有する人＝３人
▼休日　土・日曜日、祝日、年末年始
▼選考方法　個人面接
▼受付期間　随時受付
※随時募集としているため、履歴書の提出があっ
ても採用者が決まっている場合があります。

▼応募方法　市販の履歴書等に必要事項を記入
し、各種資格証（写し）を添えて郵送または持
参を（受け付けは平日の午前８時 30分～午後５
時）。
※募集要項など詳しくは、市ホームページを確認
するかお問い合わせください。
■問い合わせ・申込先　国保年金課国保健康事業
係（〒036-8551、上白銀町１の１、市役所１階、
☎35-1116）

木造住宅の耐震診断員を派遣
　木造住宅の耐震化を促進するため、市が耐震
診断員を派遣し、耐震診断を行います。
▼対象住宅　市内にある、①～④の要件すべて
に該当する住宅
①昭和56 年５月 31日以前に建築されたもの
で、昭和56年６月１日以降に増改築されてい
ないもの
②一戸建ての専用住宅または併用住宅で地上階
数が２以下のもの
③在来軸組構法または伝統的構法によって建築
された木造住宅であること
④現在居住している住宅であること
▼対象者　対象住宅を所有し、かつ、当該住宅
に居住する人など（法人を除く）
▼診断費用　申込者負担として、１戸当たり1
万 1,000 円（延べ面積が200㎡以下の場合）
▼募集期間　11月 30日まで
▼募集戸数　５戸程度（先着順）

木造住宅耐震改修補助金（建替えも対象）
　耐震改修工事または建替え工事に要する経費
の一部を補助します。
▼対象住宅　市内にあり、上記（木造住宅の耐
震診断員を派遣）の対象要件①～③と、下記の
要件④に該当する住宅
④耐震診断により倒壊する可能性があると判定
されたもの
▼対象者　次の❶・❷のいずれにも該当する人
❶対象住宅を所有し、かつ当該住宅に居住する
人など（法人を除く）
❷令和元年度から交付申請時まで個人住民税等
の滞納がない人
▼対象工事　市内に本店を有する施工業者が行
う次のいずれかの工事
Ａ．青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載され
た者が耐震改修計画を作成し、工事監理を行う
工事で、住宅全体の上部構造評点のうち最小の

値が1.0 以上となる工事
Ｂ．耐震診断により倒壊する可能性があると診
断された住宅を除却し、同一敷地内において行
う建替え工事
▼補助金額　補助対象経費に23.0%を乗じて
得た額または83万8,000円のいずれか低い額
▼募集期間　11月 30日まで
▼募集戸数　１戸（先着順）

ブロック塀等耐震改修補助金
　耐震改修工事または除却工事に要する経費の
一部を補助します。
▼対象となる塀　通学路等の避難路沿道にあり、
耐震診断の結果、不適合の項目があった塀等
▼対象者　次の①・②のいずれにも該当する人
①対象となる塀の所有者等（法人等は除く）
②令和元年度から交付申請時まで個人住民税等
の滞納がない人
▼対象工事　市内に本店を有する施工業者が行
う次のいずれかの工事
Ａ．建築士等が耐震改修計画を作成し、工事監
理を行う工事
Ｂ．耐震診断の結果、不適合の項目があったブ
ロック塀等を除却する工事
▼補助金額　補助対象経費に３分の２を乗じて
得た額または12万円のいずれか低い額
▼募集期間　11月 30日まで
▼募集件数　３件程度（先着順）

～共通事項～
　補助金の交付決定前に着手した工事は除きま
す。
　上記以外にも条件などがありますので、希望
する人は事前にお問い合わせください。
※申請書および詳細は建築指導課（市役所3階）
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・申請先　建築指導課（☎ 40-
7053）

木造住宅・ブロック塀等の耐震化を支援
受付中！
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接触確認アプリを接触確認アプリを
インストールしましょうインストールしましょう
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新型コロナウイルス感染症関連のお知らせ詳しくは
お問い合わせを

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

【新型コロナウイルス感染症に関する予防方法な
ど、一般的な相談や問い合わせについて】
➡青森県新型コロナウイルス感染症コールセン
ター（☎0120-123-801、随時受け付け）
➡厚生労働省電話相談窓口（☎0120-565653、
午前 9 時～午後９時／ファクス 03-3595-
2756〈聴覚に障がいのある人など電話での相談
が難しい人向け〉）

【感染が疑われる場合】
➡以下のいずれかに該当する場合は、すぐに弘前
保健所「帰国者・接触者相談センター」（☎ 33-
8521）またはかかりつけ医に電話でご相談くだ
さい。
●息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、

高熱などの強い症状のいずれかがある場合
●重症化しやすい人（※）や妊娠中の人で、発熱
や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD
等）などの基礎疾患がある人や透析を受けている
人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人
●上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の
症状が続く場合

（令和２年８月 31 日現在）

最新情報は、問い合わせ先や下記のホーム
ページでご確認ください。
■厚生労働省ホームページ（https://www.
mhlw.go.jp/index.html）
■ 市 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp）

新型コロナウイルス感染症の影響による
３つの保険料の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入
が減少するなど、一定の基準に該当する場合、申
請により国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、
介護保険料の減免が受けられる場合があります。
　申請の受け付けは令和３年３月31日まで行っ

ています。減免の対象となるかどうかや必要書類
などの詳細については、市ホームページをご覧い
ただくか各課へ電話でご相談ください。
■問い合わせ先　国民健康保険料…国保年金課
国保保険料係（☎ 40-7045）／後期高齢者医療
保険料…国保年金課後期高齢者医療係（☎ 40-
7046）／介護保険料…介護福祉課介護保険料係
（☎40-7049）

　厚生労働省より新型コロナウイルス接触確認
アプリ「COVID-19 Contact Confirming 
Application（略称：COCOA）」が公開されて
います。本アプリは、利用者本人の同意を前提
に、スマートフォンの近接無線通信機能（ブルー
トゥース）を起動させておくことにより、お互い

にわからないようプライバシーを確保しながら、
新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可
能性について、通知を受けることができます。利
用者は、陽性者と接触した可能性がわかることで、
検査の受診など保健所のサポートを早く受けるこ
とができます。また、利用者が増えることで、感
染拡大の防止につながることが期待されます。　
　自分と大切な人、地域と社会を守るために、接
触確認アプリをインストールしましょう。
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日本に住む全ての
人と世帯が対象 令和２年国勢調査が始まります

　今年は５年に１度の、国で最も重要な統計調査
である国勢調査の年です。日本に住んでいる全て
の人が対象で、調査への回答は統計法で義務付け
られています。調査結果は教育、企業など幅広い
分野で活用され、より良い暮らしづくりに活かさ
れます。日本の「いま」を知り「未来」を作る国
勢調査。みんなの国勢調査にご協力ください。
▼調査対象　令和２年10月１日現在、日本国内に
住んでいる全ての人（外国人を含む）および世帯
▼回答方法など　国勢調査員が皆さんのお宅を訪
問し、調査書類を配布します。インターネット回
答、または調査票（紙）を郵送もしくは調査員へ
提出してください。
　今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点からも、可能な限りインターネットもしくは
郵送での回答の提出をお願いします。
　なお、インターネット回答ができる特設ブース
を設置します（右表参照）。ご自宅にパソコン・
スマートフォンがない人、入力方法を聞きながら
回答したいという人は、インターネット回答ブー
スをご利用ください。

　国勢調査に関する詳しい内容は国勢調査2020
ホームページ（https://www.kokusei2020.
go.jp/）をご覧ください。
■問い合わせ先　国勢調査弘前市実施本部（広聴
広報課内、☎82-5455）

インターネット回答ブースの会場

※来場の際は、ご自宅に配布された「インターネット回
答利用ガイド」を必ずご持参ください。詳しくは同封の
チラシ「インターネット回答ブースを設置します」をご
確認ください。

②回答期間②回答期間①調査書類の配布①調査書類の配布 ③提出のお願い③提出のお願い

10 月８日（木）～
10 月 20 日（火）

　10月７日（水）
までに回答が確認
できない場合、調
査員が回答のお願
いに伺います。

【インターネット回答】
９月 14 日（月）～ 10 月７日（水）
　回答はできる限りかんたん便利
なインターネット回答をご利用く
ださい。

【調査票（紙）での回答】
10 月 1 日（木）～ 10 月７日（水）
　インターネット回答が難しい場
合は、調査票（紙）を使って回答
してください。ただし、記入いた
だいた調査票は郵送での提出にご
協力ください。ご希望があれば調
査員に提出することも可能です。

会　場 日　程
弘前市役所（上白銀町）
１ 階 市 民 ギ ャ ラ リ ー 、
岩木庁舎（賀田１丁目）
２階多目的ホール

９月 16日～
10月７日の平日

午前９時～
午後４時

相馬庁舎（五所字野沢）
交流コーナー

９月 23日～
10月７日の平日

イオンタウン弘前樋の口
（樋の口）、ヒロロ（駅前
町）３階ヒロロスクエア

９月 19日～
10月４日の土・
日曜日、祝日

午前 10時～
午後４時

９月 14 日（月）～

　調査員が皆さんのお
宅を訪問し、世帯の人
数などを聞き取った上
で調査書類を配布しま
す。

調査実施のスケジュール
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鳴海要記念陶房館の催し

【クリスタルアート展 vol. ３
～光と虹の溢れる空間～】
▼とき　９月 16 日（水）～
22日（火・祝）の午前９時～
午後４時
※22日は午後３時まで。
▼内容　當麻恭子さん（Grace 
Bloom）によるクリスタルア
ート作品の展示・販売
▼入場料　無料

【電動ロクロ体験】
▼とき　９月 18日（金）・19
日（土）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）
▼体験料　1,600 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）
※館内の換気を心がけています
が、混みあった際には外でお待
ちいただく場合もあります。マ
スクの着用とともにご理解とご
協力をお願いします。
■■問問鳴海要記念陶房館（☎ 82-
2902、火曜日〈火曜日が祝日
の場合は翌日〉は休み）

東京 2020
公式アートポスター展

　オリンピックまたはパラリン
ピックをテーマに、国内外のア
ーティストにより制作された芸
術作品を市内に展示します。
①ヒロロスクエア（駅前町、ヒ
ロロ３階）
▼期間　９月 17 日（木）～
10月１日（木）
※９月 27 日（日）の午前 10
時～午後３時はボッチャを体験
できます！
②市役所１階市民ギャラリー

（上白銀町）
▼期 間　10 月５日（月）～
19日（月）
③市役所岩木庁舎１階ホール

（賀田１丁目）
▼期間　10 月 21 日（水）～
11月４日（水）
④市役所相馬庁舎１階交流コー
ナー（五所字野沢）
▼期 間　11 月６日（金）～
23日（月・祝）
■■問問オリンピック・パラリンピッ

ク推進室（スポーツ振興課内、
☎40-0583）

弘前工芸舎企画展
「第三回 津軽千代造窯
小山陽久 窯元展」

　津軽焼の特
徴である「な
まこ釉（ゆう）」
を活かした、
見応えのある
大物作品をは
じめ、家庭で
使える食器や花入などの新作を
展示販売します。
　伝統工芸「津軽焼」をぜひお
楽しみください。
▼とき　９月 18 日（金）～
10 月１日（木）の午前 10 時
～午後４時
※１日は午後３時まで。
▼ところ　藤田記念庭園考古館
（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）

追手門広場フリースタイル
マーケット

　追手門広場で恒例のフリース
タイルマーケットを、今年度初
開催します。日用品や雑貨、衣
類など出店者の皆さんが持ち寄
った商品が販売されますので、
ぜひお越しください！
　出店希望の人も募集していま
すので、空き状況など詳しくは
お問い合わせください。
▼とき　９月20日（日）
　　　　午前10時～午後３時
※雨天時は９月 27日（日）に
延期。
▼ところ　追手門広場（下白銀
町）
▼出店料　3,000 円
※新型コロナウイルス感染症対

策として各出店場所の間隔を空
けて実施予定です。
■■問問市立観光館（☎ 37-5501、
■■ＨＨ https://www.hirosaki-
kanko.or.jp/）

文学散歩　大鰐編

　作品の舞台を訪ねます。
▼日程　10月 10日（土）、午
前９時 15分に中央弘前駅集合
（９時 30 分発の弘南鉄道大鰐
線に乗車します）／正午（予定）
に大鰐駅解散
※小雨決行。
▼講師　櫛引洋一さん（郷土文
学館企画研究専門官）

　10月１日～３日の３日間　10月１日～３日の３日間
は、閉園時間を午後８時までは、閉園時間を午後８時まで
延長し、夜のライトアップを延長し、夜のライトアップを
実施します。ライトアップさ実施します。ライトアップさ
れた庭園とお月さまのコラボれた庭園とお月さまのコラボ
を楽しんでみませんか？を楽しんでみませんか？

【講演会】【講演会】
▼▼とき　とき　10月１日（木）10月１日（木）
　　　　午後３時～５時　　　　午後３時～５時
▼▼テーマ　テーマ　「鎌倉時代、東日「鎌倉時代、東日
流（つがる）には六郡があっ流（つがる）には六郡があっ
た！」た！」
▼▼講師　講師　玉川宏さん（秋田孝玉川宏さん（秋田孝
季集史研究会事務局長）季集史研究会事務局長）
▼▼定員　定員　25人（先着順）25人（先着順）
※事前の申し込みが必要。※事前の申し込みが必要。

▼定員　15人（先着順）
▼参加料　無料（電車代は各自
負担）
▼持ち物　飲み物、雨具、タオ
ルなど
※歩きやすい服装で参加を。
▼申し込み方法　10 月７日
（水）までに、電話またはカウ
ンターで申し込みを。
▼その他　自家用車の場合の駐
車料金は各自負担／終了後のア
ンケート調査にご協力を／レク
リエーション保険は郷土文学館
で加入済み
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）

女子中高生の理系進路選択
支 援「 は ば た け SciTech 
Girls（サイテック・ガールズ）」

【サイテック・フェス in 弘前】
　八戸工業高等専門学校の女子
学生と、楽しいものづくりなど

【夜の瑞楽園】【夜の瑞楽園】
▼▼と き　と き　10 月１日（木）、10 月１日（木）、
午後６時～７時30分午後６時～７時30分
▼▼内容　内容　めぐみさん（みんなめぐみさん（みんな
で唄おう うたごえひろば会で唄おう うたごえひろば会
員）による歌とギターの演奏員）による歌とギターの演奏
／「和の昔っこ」の会による／「和の昔っこ」の会による
つがるのむかしっこ（津軽のつがるのむかしっこ（津軽の
昔話）昔話）
※事前の申し込みは不要。※事前の申し込みは不要。
～～共通事項共通事項～～
▼▼ところ　ところ　瑞楽園（宮舘字宮瑞楽園（宮舘字宮
舘沢）舘沢）
▼▼参加料　参加料　無料無料
■■問瑞楽園（☎兼瑞楽園（☎兼■■Ｆ 55-6806、55-6806、
■■Ｅ paysage@jomon.ne.jp）paysage@jomon.ne.jp）

に挑戦しよう。
▼とき　９月26日（土）
　　　　午後０時30分～3時
▼ところ　中央公民館相馬館
（五所字野沢）
▼内容  ①「ろぼっと娘」と一
緒にミニ・ロボットのプログラ
ミング体験／②建築模型を作っ
てみよう／③数学クイズに挑
戦！／④バーチャルゲーム体験
ほか
▼対象　中学生・高校生（男女
どちらでも可）50人とその保
護者（兄弟姉妹の同伴可）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　９月 20 日
（日）の午前10時までに、氏名・
学校名・学年・同伴する家族の
人数を記入の上、Eメールで申
し込みを。
■■問問八戸工業高等専門学校総務課
総務係（☎ 0178-27-7223、
■■ＥＥ somu-o@hachinohe-ct.
ac.jp）

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。

●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

 イベント
瑞楽園で十五夜祭り瑞楽園で十五夜祭り
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藤田記念庭園の催し

【夜間開園】
　ライトアップされた幻想的な
日本庭園を散策してみません
か？

▼とき　９月26日（土）
　　　　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
※詳しくは問い合わせを。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

郷土文学館の催し

【ラウンジのひととき】
▼とき　10月３日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館２階ラウ
ンジ
▼内容　語る会による朗読「文
学と津軽富士」

▼定員　15人（先着順）
▼観覧料　無料（ただし入館料
は必要）
▼申し込み方法　電話またはカ
ウンターで申し込みを。
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

【文学忌】
　郷土文学館ロビーで、常設
作家を中心に「文学忌」を開
催しています。各作家の忌日
を含め１週間の特別展示を行
います。
第６回「一戸謙三」
▼期間　９月 26 日（土）～
10月２日（金）
※忌日の 10月１日（木）は無

料開館。
第７回「石坂洋次郎」
▼期間　10 月３日（土）～９
日（金）
※忌日の 10月７日（水）は無
料開館。
第８回「福士幸次郎」
▼期間　10 月 10 日（土）～
16日（金）
※忌日の 10月 11 日（日）は
無料開館。
～共通事項～
▼入館料　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。
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）

わいわいスポーツクラブ
「ボッチャ」開催 !!

　東京 2020 パラリンピック
正式競技であるボッチャを障が
いの有無に関わらず体験できま
す。
▼とき　10月３日（土）
　　　　午後１時～３時
▼ところ　市民体育館（五十石
町）
▼対象　小・中学生（障がいの
有無は問いません）＝20人（先
着順）
▼参加料　50 円（保険料とし
て）
▼申し込み方法　９月 28 日
（月）までに、申込書を提出し
てください。
※参加希望者に申込書を Eメ
ールまたは郵送します。詳しく
は問い合わせを。
■■問問弘前大学教育学部附属特別支
援学校地域連携部（對馬さん、
〒 036-8174、 富野町１の

76、☎36-5011、■■ＦＦ 36-5012、
■■ＥＥ t-tsushima@hirosaki-u.
ac.jp）

自然の中でキャンプ飯を
作ろう！

　自然の中で
キャンプ飯に
挑戦してみよ
う！
▼とき　10 月４日（日）、午
前９時 30分～午後２時 30分
（雨天決行）
▼集合・解散場所　こどもの森
ビジターセンター（坂元字山元、
久渡寺境内）
※お弁当広場にて昼食。
▼定員　10人（先着順）
▼参加料　1,500 円
▼持ち物　お米１合、飲み物、
タオル、替えの下着・靴下、雨
具
▼申し込み方法　９月 15 日
（火）～ 30 日（水）に、電話
で申し込みを。
■■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）

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 秋の定期公演

　秋にまつわる作品を特集し
た、臨場感あふれる朗読劇ステ
ージです。
▼とき　10月 10日（土）
　　　　午後２時～３時20分
▼ところ　太宰治まなびの家 
（旧藤田家住宅、御幸町）
▼上演作品　『リイズ』、『恥』、

『禁酒の心』など全５作品
※YouTubeで
のライブ配信も
実施。右記 QR
コードから視聴
することができ
ます（閲覧にかかる通信料は自
己負担となります）。
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。弘前
厚生学院の駐車場を利用可。
■■問問津軽カタリスト（平田さん、
☎090-3123-3861）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

みんなのウォークラリー大会

　コースに設置したチェックポ
イントをめぐり、さまざまな問
題をクリアしたり、「卍」を発
見しながら弘前の街を歩く「ウ
ォークラリー」を楽しみません
か。
▼とき　10月 11日（日）、午
前10時～午後０時30分
※受け付けは午前９時30分～
▼集合　蓬莱広場（土手町）
▼定員　16組（先着順）
▼参加料　大人＝ 200 円／小
学生以下＝ 100 円（未就学児
は無料）
※小学生以下のみでの参加は不
可。
▼申し込み方法　10 月７日
（水）までに、氏名・住所・年齢・
連絡先・チーム名を記入の上、
ファクスまたは Eメールで申
し込みを。
▼その他　天候の状況などによ
り中止する場合は、申込者へ連
絡します。
■■問問ひろさきレクリエーション協
会（☎ 070-3996-3873、■■ＦＦ
55-8723、■■ＥＥ npo.hirorec@
gmail.com）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

鳴海要生誕　　　年記念講演会100
こと」…講師：小山陽久さん（陶芸家、津軽千
代造窯主宰）
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。

鳴海要陶芸展

▼とき　10月１日（木）
～ 31 日（土）の午前
９時～午後４時（火曜
日は休み）
▼ところ　鳴海要記念
陶房館（賀田字大浦）
ギャラリー
▼入場料　無料（常設展示室は有料〈一般＝
200円／小・中学生および高校生＝150円〉）

～共通事項～
※新型コロナウイルス感染予防のため、マスク
の着用をお願いします。また３密を避けるため
一定数以上の来場がある場合は、入場を制限す
ることもありますので、ご了承ください。
■■問問市立博物館（☎ 35-0700）／鳴海要記念陶
房館（☎82-2902、火曜日は休み）

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

　 大 正 ９（1920） 年、
旧岩木町に生まれた鳴海
要（なるみかなめ）は、
人間国宝の加藤土師萌（か
とうはじめ）に師事して
陶芸を学び、帰郷後は半
農半陶の精神でりんご釉
（ゆう）の陶芸家として多
くの作品を遺しました。
　ひたむきに取り組む要を慕って集まった地元
の人たちは、現在も鳴海要記念陶房館に集うな
ど文化活動にいそしみ、その精神を受け継いで
います。
　本年は鳴海要生誕 100年を記念し、講演会
などを開催して故人を顕彰します。

記念講演会

▼とき　10月４日（日）、午後２時～４時
▼ところ　中央公民館岩木館（賀田１丁目）
２階大ホール
▼内容　①「半農半陶から半陶半集へ」…講師：
五十嵐雅幸さん（旧岩木町鳴海要記念陶房館整
備担当）／②「鳴海要が津軽の陶芸界に残した

▲窯（よう）変林檎釉大壺
（個人蔵）



10 11広報ひろさき　２０２０.９.１5

大人のための図書館見学

▼とき　10 月４日
（日）、午後１時 30
分～３時
▼ところ　弘前図
書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▼内容　大人を対象とした図書
館見学会
▼対象　18歳以上＝ 20人（先
着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　９月 16 日
（水）から、電話またはカウン
ターで申し込みを。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

ダムツーリズム満喫ワイン
パーティ in 西目屋村

　弘前圏域市町村（弘前市、黒
石市、平川市、藤崎町、板柳町、
大鰐町、田舎館村、西目屋村）
の住民を対象とした、ひろさき
広域婚活支援事業実行委員会主
催の婚活イベントです。
▼とき　10月 17日（土）、午
後３時30分～８時 30分
▼ところ　西目屋村（道の駅「津
軽白神」、津軽白神湖、津軽ダム）
▼内容　水陸両用バス乗車、津
軽ダム見学、ワイン・シードル
パーティ
▼対象　20 歳～ 49 歳の独身
で、弘前圏域市町村在住または
結婚後にこれらの市町村に住む
意思のある人＝男女各８人
▼参加料　男性＝ 3,500 円／
女性＝2,500円
▼申し込み方法　10月2日（金）
までに、電話、ファクス、Eメ
ールまたは郵送で申し込みを。
■■問問西目屋村役場住民課
（〒 036-1492、西目
屋村大字田代字稲元
144、☎85-2803、■■ＦＦ 85-2590、

■■ＥＥ nishimeya-jumin@vill.
nishimeya.lg.jp）

古文書解読講座（後期）

　弘前藩に伝わる藩庁日記を中
心に、いろいろな古文書を初心
者にもわかりやすく解説しま
す。
▼とき　9月 27日、10月 11
日・25日、11月 8日・22日、
12 月 13 日・27 日、令和３
年 1 月 10 日・24 日、2 月
14 日・28 日、3 月 14 日・
28日（いずれも日曜日）の午
前10時～正午
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼受講料　2,000 円
▼申し込み方法　電話で申し込
みを。
※古文書解読会への入会は随時
受け付けています。
■■問問古文書解読会（鳴海さん、☎
36-4396）

ニーハオ中国語教室

▼とき　10 月２日（金）～令
和３年２月27日（土）
※各教室全16回。
▼教室・時間

【入門】①月曜日の午前 10 時
～ 11時 30分／②金曜日の午
後７時～８時 30分／③土曜日
の午後７時20分～８時 50分

【初級】④火曜日の午後１時
30分～３時／⑤金曜日の午後
７時 10分～８時 40分／⑥土
曜日の午後５時 50 分～７時

20分
【中級】⑦月曜日の午前 10 時
～ 11時 30分／⑧火曜日の午
前 10 時～ 11 時 30 分／⑨金
曜日の午後７時 10 分～８時
40 分／⑩土曜日の午後４時
20分～５時 50分
▼ところ　①・②・④・⑤・⑦・
⑧・⑨＝ヒロロ（駅前町）３階
多世代交流室／③・⑥・⑩＝南
富田町体育センター
▼講師　羅瀾（ラ ラン）さん
ほか
▼定員　各教室10人
※申し込み人数が少ない教室は
開催しないこともあります。
▼受講料　１万 2,000 円（別
途テキスト代が必要）
▼申込期間　９月 15 日（火）
～10月上旬
■■問問ニーハオサークル（松江さん、
☎080 -5748 -4884、■■ＥＥ
motomuma@ybb.ne.jp）

高齢者夜間交通安全体験教室

▼とき　10 月
３日（土）、午
後４時～７時
20分
▼ところ　
弘前モータースクール（和泉１
丁目）
▼内容　歩行者コース＝歩行実
験／運転者コース＝走行診断
（弘前モータースクールの車両
を使用）
※各コースともに交通安全講
話、屋外実験（ライトの届く距
離、色による視認性、反射材の
効果など）を行います。
▼対象　65歳以上の市民
▼定員　歩行者コース＝ 30人
／運転者コース＝10人
※申し込み多数の場合は抽選で
決定。
▼参加料　無料
※夕食を用意します。

▼申し込み方法　９月 15 日
（火）～ 25 日（金）に、電話
か窓口で申し込みを。
▼その他　運転者コースを受講
される場合は、運転免許証の持
参が必要です。
■■問問地域交通課（市役所３階、☎
35-1124）

健康サポート教室
～体のゆがみ改善～

▼とき　10 月８日（木）・22
日（木）の午前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
回12人（先着順）
▼参加料　無料　
▼持ち物　内履き、タオル、飲
み物、マスク
※動きやすい服装で参加を。
▼申込開始日　９月20日（日）
■■問問 温水プール石川（☎ 49-
7081）

サンライフ弘前
初心者ヨーガ教室

▼とき　10 月８日（木）・15
日（木）の午後６時 30分～８
時
▼ところ　サンライフ弘前（豊
田１丁目）
▼内容　ヨーガの初歩的な実技
と解説
▼定員　10人（先着順）
▼参加料　100 円（保険料と
して）
※事前の申し込みが必要。運動
のできる服装で参加を。
■■問問 サンライフ弘前（☎ 27-

2811、毎月第４土曜日〈祝日
の場合はその直後の日曜日〉は
休み）

地域未来創生塾＠中央公民館

　大学教員や学生からの話題提
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いま
す。
※６回以上参加した人に修了証
を交付します。
▼日程と内容（10 月開催分）
第１回「地域商店街活性化の課
題と対策」＝10月 14日（水）、
講師：林彦櫻（リン ゲンオウ）
さん（弘前大学人文社会科学部
助教）／第２回「ゴミから暮ら
しを振り返る」＝ 10月 29日
（木）、講師：近藤史さん（弘前
大学人文社会科学部准教授）
※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）中会議室
※会場で開催のほか、Zoom
によるオンライン形式でも開催
します。
▼対象　高校生以上の市民＝
30人
▼参加料　無料
▼その他　オンラインにて参加
を希望される人は、各自Zoom
アプリ（無料）をダウンロード
してください。
※事前の申し込みは不要。
※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の
ホームページ（http://human.
cc.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）
をご覧ください。
■■問問弘前大学人文社会科学部地域
未来創生センター（☎ 39-

3198、平日の午前 10 時 15
分～午後5時）／中央公民館（☎
33-6561、火曜日は休み）

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

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　169,061人
 　男  　  77,357人 　男  　  77,357人
 　女 　女 　    　   91,704人91,704人

令和２年８月１日現在（推計）令和２年８月１日現在（推計）
・世帯数  72,331世帯　・世帯数  72,331世帯　

（+23）（+23）
（+37）（+37）
（-14）（-14）
（+109）（+109）

 

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

◎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
ホームページや電話でご確認く
ださい。
◎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
10／4 千葉胃腸科内科医

院（石渡３）
☎36-7788

11 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

18 梅村医院（石渡１）☎32-3593
25 弘前温泉養生医院

（真土）
☎82-3377

耳鼻咽喉科・眼科
10／4 やすはら耳鼻咽喉

科（安原３）
☎88-0087

18 たかはし眼科
（紺屋町）

☎31-3456

歯　科
10／4 おおつ歯科クリニ

ック（山王町）
☎32-4832

11 菊地歯科医院
（中野１）

☎32-7257

18 なかむら歯科医院
（末広４）

☎26-0388

25 川崎歯科（紙漉町）☎33-7475

 教室・講座
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弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し

【布ぞうり作り教室】
　家庭にある
使い古しのタ
オルや手ぬぐ
いを使って布
ぞうりを作っ
てみません
か。
▼とき　10月 10日（土）、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
※応募多数の場合は抽選で決定
し、10月２日（金）までに抽
選結果をお知らせします。
▼持ち物　使い古しのタオル４
枚（35㎝× 80㎝ぐらいのフェ
イスタオルの大きさ、色付きタ
オルが望ましい）、裁ちばさみ、
昼食、飲み物
※作業しやすく汚れてもいい服
装での参加を。
▼申込期限　９月 27日（日・
必着）

【プロが教えるかんたん楽しい
秋のエコクッキング教室】
　素材をだしに使ったり、残り

日曜がん検診

野菜などの食材をとことん活
用。食材を無駄にしないことで
環境にやさしく、簡単にできる
料理のコツを学びます。料理の
後は、試食も楽しむことができ
ます。

▼とき　10月 17日（土）、午
前９時 30分～正午（調理と試
食と片付けを含む）
▼メニュー　鶏の照り焼き、さ
つま汁、いろいろきのこの海苔
煮、とうもろこしごはん
▼講師　福士るみ子さん（サロ
ン・ド・胡桃代表）
▼対象　小学生以上＝ 10 人
（小学生の場合は保護者同伴）
※応募多数の場合は抽選で決定
し、10月６日（火）までに抽
選結果をお知らせします。
▼持ち物　エプロン、布巾、大
皿（直径25㎝程度）、おわん、箸、
米0.5 合
▼申込期限　９月 30日（水・
必着）
～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
▼申し込み方法　往復はがきに
教室名・住所・氏名・年齢・電
話番号を記入の上、郵送で申し
込みを（往復はがき１枚につき
２人まで応募できます）。
※詳しくはホームページをご覧
ください。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（〒 036-8314、町田
字筒井６の２、☎ 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、 ■■ＨＨ http://www.city.
h i r o s a k i . a o m o r i . j p /
kankyoseibi/plaza/）

防災クッキング

　家庭で役立つ「防
災知識」と災害時に
身近な食材（缶詰・
乾物）を使った献立と調理法を
学びます。
▼とき　10月 11日（日）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼内容　①家庭で役立つ防災の

お話し、②防災クッキング（調
理・試食）、③市販の非常食を
試食してみよう！
▼講師　防災士
▼定員　15人（先着順）
▼参加料　500円
※事前の申し込みが必要。
※詳しくは、ヒロロスクエアの
ホームページ（http://www.
hirorosquare.jp）をご覧くだ
さい。
■■問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）

家庭でできる看護ケア教室

▼とき　10月 15日（木）
　　　　午後１時30分～３時
▼ところ　弘前大学医学部附属
病院（本町）第二病棟地下１階
看護部研修室
▼テーマ　今だから確かめよ
う！私たちの感染予防対策
▼講師　尾崎浩美さん（弘前大
学医学部附属病院看護部感染管
理認定看護師）　
▼対象　市民＝20人（先着順）
▼参加料　無料（病院駐車場は
有料となります）
▼申込期間　９月 16 日（水）
～10月９日（金）
■■問問弘前大学医学部附属病院総合
患者支援センター（工藤さん、
☎39-5337）

手作りハンドクリーム体験

　津軽広域連合では、圏域住民
の皆さんを対象に体験教室を開
催します。
▼とき　10月 16日（金）、午
前 10時 30分～正午／午後１
時30分～３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼内容　天然素材にアロマオイ

ルを加えて作るハンドクリーム
製作体験
▼講師　日高佳子さん（セラピ
スト）
▼対象　弘前圏域８市町村（弘
前市、黒石市、平川市、藤崎町、
板柳町、大鰐町、田舎館村、西
目屋村）に住んでいる人＝各回
15人 
▼参加料　1,500 円
▼申し込み方法　９月 30 日
（水・当日消印有効）までに、
はがきまたは Eメール（①郵
便番号・住所、②氏名〈ふりが
な〉、③希望時間〈午前・午後
どちらか〉、④年齢、⑤電話番
号を記入）で申し込みを（１回
の応募で２人まで申し込みでき
ます）。
※応募者多数の場合は抽選を行
い、結果を 10月７日（水）に
お知らせします。
※材料にミツロウ、シアバター、
グレープシード・ホホバ油、カ
モミールエキスを使用します。
肌が敏感な人やアレルギーをお
持ちの人はご注意ください。
■■問問津軽広域連合手
作りハンドクリー
ム体験係（〒 036-
8003、駅前町９の
20、ヒロロ３階、☎31-1201、
■■ＥＥ rengou@tsugarukoiki.
jp）

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　10 月 19 日・26 日・
11 月２日（いずれも月曜日）

●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

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
＝16人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、昼食
▼申し込み方法　９月 20 日
（日）から、電話または窓口で
申し込みを。
■■問問学習情報館（総合学習センタ
ー内、☎ 26-4800、午前８時
30分～午後５時）

ひろみちお兄さんの
「親子体操普及員養成講座」

▼とき　11月 14日（土）、午
前９時～午後４時／15日（日）、
午前９時～午後３時15分
▼ところ　青森中央学院大学
（青森市横内字神田）
▼内容　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
▼講 師　佐藤弘道さん（元
NHK体操のお兄さん）ほか
▼対象　親子体操普及に意欲の
ある人＝30人
▼参加料　5,000 円
▼申し込み方法　10 月 30 日
（金）までに、氏名・年齢・勤
務先名・住所・電話番号を記入
の上、ファクスまたは Eメー
ルで申し込みを。
※詳しくはホームページをご覧
ください。
■■問問青森県医師会健やか力推進セ
ンター（☎ 017-763-5590、
■■ＦＦ 017-763-5591、■■ＥＥ aomed-
sukoyaka@circus.ocn.ne.jp、
■■ＨＨ http://www.aomori.med.
or.jp/common/sukoyaka.
html）

　総合検診車による胃・肺・大腸がん検診を実
施します。肺がん検診は医療機関で実施してい
ませんので、この機会での受診をお勧めします。
▼とき　10月 25日（日）
▼ところ　弘前市保健センター（野田２丁目）
▼内容　総合検診車による胃・肺・大腸がん検
診
▼対象　40 歳以上の市民（職場で受診できる
人を除く）＝50人（先着順）

▼受診料　胃がん検診…1,500 円／大腸がん
検診…500円／肺がん検診…400円
※市の国保加入者は上記の料金の半額／ 70歳
以上の人、生活保護受給世帯の人、住民税非課
税世帯の人、65歳～ 69歳で後期高齢者医療
制度に加入している人は無料。
▼申込期限　10月 16日（金）
■■問問健康増進課（野田２丁目、弘前市保健センタ
ー内、☎37-3750）
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敬老大会対象者へ記念品を
お届けします

　76歳以上で在宅の高齢者（昭
和 20年３月 31日以前に出生
し市内に住所を有する人）へ、
敬老事業として記念品（タオル）
をお届けします。お届けは９月
下旬ごろを予定しています。
■■問問介護福祉課高齢福祉係（☎
40-7114）

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

　結婚を希望する
独身男女が会員に
登録し、お見合い
をする支援をして
います。なお、来
場の際は新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防
止のためマスクの着用をお願い
するほか、体調に不安のある人
は来場をご遠慮ください。
▼とき　９月27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A
※事前の申し込みは不要。
■■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）

市内路線バス（駒越線）の
運行経路が変わります

　10月１日（木）より、城西
地区を運行する路線バスの駒越
線は、一部の便を除き、イオン
タウン弘前樋の口店を経由する
運行となります。運行経路の変
更については以下のとおりで
す。
◎変更前：弘前バスターミナル
～城西団地～藤代営業所
◎変更後：弘前バスターミナル
～イオンタウン弘前樋の口～城
西団地～藤代営業所
■■問問弘南バス弘前バスターミナル
（☎ 36-5061）／地域交通課
（☎35-1102）

不正軽油は脱税です！

　軽油引取税は、自動車などの
燃料となる軽油の引き取りに対
し、１リットル当たり 32 円
10銭の税率で課税される県の
税金です。
　事前に地域県民局長の承認を
得ないで、灯油や重油などを混
ぜて製造した不正軽油を自動車
の燃料として販売し、消費した
場合などは、脱税行為として軽
油引取税が課されます。不正軽
油は脱税行為だけにとどまら
ず、環境汚染の原因にもなって
います。
　県では、不正軽油を防止する
ため、道路での燃料抜取調査や

各事業所への訪問調査を実施し
ていますので、調査にご協力を
お願いします。
　また、不正軽油の製造、販売
および使用に関する情報があり
ましたら、お問い合わせくださ
い。
■■問問県税務課「不正軽油110番」      
（☎ 017-734-9066）／中南
地域県民局県税部（☎ 32-
4341）

弘前大学教育学部附属小学校
および中学校の令和３年度
入学者選考等日程について

【附属小・中学校合同学校説明
会】
▼開催日　10月 20日（火）
※附属小学校および中学校の受
検を希望される人は参加くださ
い。当日、出願書類を配付しま
す。
※合同説明会の詳細および募集
要項については、10月１日（木）
以降に各学校のホームページに
掲載しますので、ご確認くださ
い。

【附属小学校】
▼出願書類交付期間　10 月
21日（水）～23日（金）
▼出願受付期間　10 月 26 日
（月）～11月２日（月）
▼選考日　12月５日（土）

【附属中学校】
▼出願書類交付期間　10 月
21日（水）～28（水）
▼出願受付期間　11 月９日

（月）～17日（火）
▼選考日　12月 19日（土）
■■問問弘前大学教育学部附属小学校
（学園町、☎ 32-7202）／弘
前大学教育学部附属中学校（学
園町、☎32-7201）

津軽広域水道企業団
津軽事業部職員募集

　津軽広域水道企業団職員採用
試験を次のとおり行います。
▼試験職種　初級土木、初級電
気（高校卒業程度）
▼受験資格　平成 11年４月２
日～平成 15年４月１日に生ま
れた者
▼合格予定人員　各職種１人
（計２人）
▼第 １ 次 試 験　10 月 25 日
（日）、弘前市役所（上白銀町）
▼申し込み方法　10 月７日
（水・必着）までに、必要事項
を記入した受験申込書と必要書
類を郵送または持参してくださ

い。
※試験案内および受験申込書は
ホームページからダウンロード
できます。
■■問問津軽広域水道企業団津軽事業
部総務課（〒 036-0342、黒
石市大字石名坂字姥懐２、☎
52-6033、■■ＨＨ http://www.
tusui.jp/）

青い森林業アカデミーの
研修生を募集しています

　県では、林業
の担い手を育成
するため、県内
で林業への就業
を希望する人を
対象にした研修「青い森林業ア
カデミー」を令和３年４月に開
講します。
▼対象　県内で林業への就業を
希望する 18歳以上 43歳以下
の人
▼募集人員　10 人（高校推薦

７人、一般３人）
▼研修期間　令和３年４月から
１年間
▼受講料　11万 8,800 円（年
間）
▼研修拠点　県産業技術センタ
ー林業研究所内（平内町）
▼取得できる資格　チェーンソ
ー操作や車両系建設機械運転な
ど計６種類
▼研修修了後の就業先　①植栽
や下刈り、伐採などを行う民間
企業／②地域の森林を管理する
森林組合
▼給付金制度　安心して研修に
専念できるよう、給付金制度が
あります。
※詳しくは県ホームページ
（http://www.pref.aomori.
l g . j p / s a n g y o / a g r i /
academy.html）で確認する
か問い合わせを。
■■問問あおもり農林業支援センター
青い森林業アカデミー担当（☎
017-732-5288）

（※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。詳しい持ち物などは各施設に確認を。

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

①かけっこ
教室

10 月８日～ 11 月５
日の毎週月・木曜日

（10月15日を除く）、
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、用具を
使用したトレーニ
ング

小学生＝ 25
人 無料

９月 28 日（月・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）

②スポーツ
チャレンジ
教室

10 月 13 日～ 11 月
17 日の毎週火曜日

（11 月３日を除く）、
午後１時 30 分～３
時

金属町体育
センター体
育室

ソフトバレーボー
ルや、ラージボー
ル卓球などの軽ス
ポーツ体験

市民＝ 15 人 無料

９月 30 日（水・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）

③ストレッ
チ体操教室

10 月 14 日～ 11 月
11 日の毎週水曜日、
午後２時～３時

運動公園野
球場多目的
室

全身のストレッチ
や脳トレを含む体
操

市民＝ 10 人 無料

９月 29 日（火・必着）ま
でに、運動公園（〒 036-
8101、豊田２丁目３、☎
27-6411）へ。

（※１）、（※２）

 各種スポーツ・体操教室

●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

■消■防■団■員■募■集■中■！

  

 その他

　火災や自然災害発生時など、消防団は「もしも」の
時に活躍します。地域を守る消防団員、募集中です！
　詳しくは市ホームページをご確認ください。
■■問問防災課消防団係（☎40-7117）



■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。
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　スポＧＯＭＩは、チームで力を合わせ、制
限時間内に定められたエリアでごみを拾い、
拾ったごみの種類や重さのポイントで競い合
う、地球にやさしいスポーツです。ルールも
簡単で、どなたでも楽しめます。家族や友人、
職場の仲間と参加してみませんか。
▼とき　10月 10日（土）
　　　　午前10時～正午（小雨決行）
▼集合場所　JR 弘前駅城東口緑地（表町）
▼対象　市内在住または、市内に通勤・通学
する人＝15組（応募多数の場合は抽選で決定）
※ 1チーム３～５人で申し込みを。小・中
学生が参加するチームの場合、保護者が 1
人以上入ってください。
▼参加料　無料

▼申し込み方法　申込書に必要事項を記入
し、９月 30日（水・必着）までに、郵送・
持参・ファクス、またはＥメールで提出を。
※申込書は環境課窓口で配布しているほか、
市ホームページからダウンロードできます。
▼その他　軍手、デレキ、ごみ袋は市が用意し
ます／上位入賞チームに賞品、参加者全員に参
加賞があります／ごみ拾いエリアは当日発表し
ますが、集合場所と解散場所が異なるため、公
共交通機関のご利用をお勧めします
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ・申込先　環境課廃棄物政策係
（〒 036-8551、上白銀町 1の 1、市役所
２階、☎ 32-1969、ファクス 37-7271、
Ｅメール kankyou@city.hirosaki.lg.jp）

１０／３
 （土）

　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「流鏑馬（やぶさめ）」を開催します。
▼とき　10月３日（土）、午前の部＝午前 10時 30分～
／昼の部＝午後0時 30分～／午後の部＝午後2時～（各
回30分程度で、350人の入場制限あり）
▼ところ　高照神社馬場跡（高岡字神馬野）
▼内容　流鏑馬、笠懸、馬上武芸
▼無料シャトルバス　市立観光館バスプール～歴史館の間
で運行（定員＝各回20人、事前の申し込みが必要）
◎バスプール発…午前9時30分、11時30分、午後１時
◎歴史館発…正午、午後１時30分、３時
※自家用車で来場する場合は、歴史館に隣接する高照神社
境内駐車場を利用してください。満車の場合、旧百沢小学
校にも駐車できます。（小学校と歴史館の間で送迎あり）
▼その他　新型コロナウイルス感染症対策として、マスク
の着用をお願いします。また、入場の際、検温等を行いま
すので、時間に余裕をもってご来場ください。
■問い合わせ先　高岡の森弘前藩歴史館（☎83-3110）

高照神社馬場跡高照神社馬場跡

流鏑馬流鏑馬

スポＧＯＭＩ大会 in弘前スポＧＯＭＩ大会 in弘前


