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 ソ、ホント～」
▽対象　スポーツ関係者ほか
▽受講料　600円（昼食代含む）
※事前の申し込みが必要。
■問４月 18日までに、ファクスかＥ
メールで、東北女子大学公開講座係
（ ☎ 33・2289、 ■Ｆ 33・2486、
■Ｅ t-shigen@tojo.ac.jp）へ。
※詳しくは問い合わせを。

テニス体験教室

▽とき　午前のコース＝４月 30日
～６月 25 日の毎週水曜日（５月
21日を除く）、午前10時～正午／
夜のコース＝４月 30日～６月 18
日の毎週水曜日、午後７時～９時
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
テニスコート
▽内容　テニスの基本ストロークな
ど
▽対象　テニス未経験者、打ち合い
が続かない人（学生を除く）＝各
10人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　シューズ、タオル（ラケッ
トは貸し出します） 
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・
教室名・希望コースを記入し、４
月 15日（必着）までに、運動公園
（〒036・8101、豊田２丁目３）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問はるか夢球場事務室（☎ 27・
6411）

トワイライトステイ事業

　市では、夜間や休日の保育ニーズ
に対応するため、「トワイライトス
テイ事業」を実施しています。
▽対象　市内に住所を有し、平日の
夜間や休日に、保護者が仕事などの
理由で不在となり、家庭での養育が
困難な小学生以下の児童
▽実施施設　児童家庭支援センター
「太陽」（豊原１丁目、弘前愛成園に
併設）
▽利用時間　月～土曜日…午後５時
半～ 10時／日曜日、祝日…午前８
時～午後10時（年末年始は休み）
▽利用料　月～土曜日…１時間
100 円／日曜日、祝日…１時間
200円
▽食事代　１食当たり350円
▽利用方法　事前に利用登録し、利
用時に利用申込書を施設へ提出して
ください。
※利用登録は毎年度必要です。平成
25年度に登録していた人で本年度
も利用を希望する場合は、あらため
て利用登録してください。
▽利用上の注意　①利用料・食事代
のほかに、紙おむつなど用品の購入
が必要な場合は、実費を負担してい
ただきます／②児童の送迎は、保護
者または保護者が依頼した人が行っ
てください／③児童の健康状態など
によっては利用できない場合もあり
ます
▽問い合わせ・登録先　子育て支援
課児童育成係（☎ 35・1131）、岩
木総合支所民生課健康福祉係／相馬
総合支所民生課健康福祉係

ごみの出し方について

　市では４月から、ごみ収集業務を
全面委託としました。
　収集経路の見直しにより、一部の
地区（町会など）で収集時間が変更
になりますので、ご理解とご協力を
お願いします。なお、ごみの収集時
間は、道路状況や天候などによって
も変更になる場合がありますが、ご
みは収集当日の午前８時半までに集
積所へ出すようお願いします。

※ごみの収集日はこれまでと変更あ
りません。
■問環境管理課（☎ 35・1130）／
環境事業所（☎32・1952）

眼科の予約制を実施

　市立病院では、患者さんの待ち時
間解消のため、４月１日から、眼科
の診察が予約制となります。
　ただし、新患や急患等には随時対
応します。詳しくはお問い合わせく
ださい。
■問 市立病院眼科外来（☎ 34・
3211、内線 221）

消防本部からのお知らせ

【春の火災予防運動】
「消すまでは　心の警報　ＯＮのま
ま」
　４月 14日から 20日まで、県下
一斉に春の火災予防運動が行われま
す。
　これからは空気が乾燥し、火災が
発生しやすい季節になります。火災
はちょっとした油断から、皆さんの
大切な命や貴重な財産を奪います。
　万が一に備え、住宅用火災警報器
を設置しましょう。また、家族みん
なで避難方法などをもう一度確認
し、「住宅防火　いのちを守る７つ
のポイント（３つの習慣・４つの対
策）」を実行し、自分の家は自分で
守るよう心掛けましょう。
○３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる
・ストーブは、燃えやすいものから
離れた位置で使用する

・ガスこんろなどのそばを離れると
きは、必ず火を消す
○４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する
・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
・火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器等を設置する
・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
【山火事に注意を！】
「守りたい　森の輝き　防火の心」
　山間部の雪解けが一層進み、空気
が乾燥するこの時期は、１年のうち
で最も山火事が発生しやすい季節で
す。貴重な森林を山火事から守るた
め、火の取り扱いには十分注意して
ください。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）／最寄りの消防署・分署

春季河川清掃美化運動

　市と市町会連合会が、市内主要河
川で清掃美化運動を実施します。良
好な生活環境を守るため、多数の参
加をお願いします。清掃開始時間は
地区によって異なりますので、事前
にお問い合わせください。
▽とき　４月20日（日）
※大雨の場合は中止。
▽ところ　岩木川・土淵川・寺沢川・
腰巻川・大沢川・平川・後長根川・
多沢川・大和沢川・前川・大蜂川
■問環境管理課資源循環係（☎ 35・
1130）

かけっこ教室

▽とき　４月 23日～５月 23日の
毎週水・金曜日、午後４時半～５時
半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　用具を取り入れながら、走
る・跳ぶ・ける・投げるなどの全身
運動、ラダー・ミニハードルを使っ
て足を細かく速く動かすトレーニン
グ
▽対象　小学校１年生～３年生＝
20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
室内用シューズ
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、４月 14 日（必着）
までに、河西体育センター（〒036・
8316、石渡１丁目19の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

東北女子大学公開講座

▽とき　４月26日（土）
　　午前 10 時半～午後１時 20 分
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「勝つためのスポーツ栄養
学～マスコミでは語れない食のウ

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

※いずれも期間中は無休です。
【弘前城（下白銀町）】
▽期間　４月１日～ 11月 23日の午
前９時～午後５時
※４月 23日～５月６日は午前７時～
午後９時（６日は午前９時～）。
▽無料開放日　５月25日
【弘前城植物園（下白銀町）】
▽期間　４月 10日～ 11 月 23 日の
午前９時～午後５時
※４月 23日～５月６日は午前９時～
午後６時。
▽無料開放日　５月25日
【藤田記念庭園（上白銀町）】
▽期間　４月 10日～ 11 月 23 日の
午前９時～午後５時
※４月 23日～５月６日は午前９時～
午後６時。
▽無料開放日　６月29日
～共通事項～
▽入園料　大人＝ 310 円（250 円）
／子ども＝100円（80円）
※（　）内は10人以上の団体料金。
▽通年券　大人＝ 1,020 円／子ども
＝300円
※発行日から１年間は何度でも入園可
（さくらまつり・菊と紅葉まつり期間
中も利用できます）。
▽３施設共通通年券　大人＝ 2,050
円／子ども＝610円
【弥生いこいの広場（百沢字東岩木山）】
▽期間　４月 18日～ 11月９日の午
前９時～午後４時半
▽入場料
〇動物広場　一般＝430円／中学生・
高校生＝ 270 円／幼児・小学生＝
210円
○オ ー ト キ ャ ン プ 場　日帰り＝
1,540円／宿泊＝3,080円
○ピクニック広場・ハイランドハウス
　無料
■問い合わせ先
○弘前城・弘前城植物園（☎ 33・
8733）
○藤田記念庭園（☎37・5525）
○弥生いこいの広場ハイランドハウス
（☎96・2117）
※積雪状況により開園日が変更になる
場合があります。

弘前城・植物園
藤田記念庭園
弥生いこいの広場

 その他
  

開園
します
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弘前・岩木地区の
要件緩和指定区域の一部を見直しました
　市では、農村部の地域コミュニテ
ィの維持や活性化を図るため、市街
化調整区域において、許可手続きを
行うことにより、誰でも「一戸建て
の住宅」に限り建築できるよう、開

発許可の要件を緩和した区域の一部
見直しを行い、４月１日に指定しま
した。指定区域での住宅建築には、
都市計画法の許可申請が必要となる
ほか、農地転用など他法令の手続き

が必要となる場合もあ
ります。
　指定区域や、手続き
など、詳しくはお問い
合わせください。
■問建築指導課開発指導
係（☎40･7053）

【要件緩和指定区域の概要】

区分 市街化調整区域
指定区域 その他の区域

建築主 誰でも建築可能 農業者などに限定
住宅の種類 一戸建ての住宅 農家住宅などに限定
開発許可等 必要

市の組織を一部改正
４月から

■問人材育成課人事評価担当（☎35・1119）
区　分 課室名 内　容

室の新設 臨時給付金対策室 ・臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例
給付金を担当する部署を設置

課名・担当名の変更 産業育成課
・仕事おこし雇用創出課を産業育成課に変更
・仕事おこし推進担当を産業育成担当に、雇
用創出担当を産業立地担当に変更

担当の新設 行政経営課
・人口減少による社会的影響の緩和に向けた
取り組みを推進するために、人口問題プロジェ
クト担当を設置

担当名の変更 商工政策課 ・経営改善担当を商業振興係に、総務係を就
労支援係に変更

担当の廃止 物産振興室 ・物産振興担当と工業振興担当を廃止


