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市立博物館の館長講話

【第１回館長の楽しい歴史講座】
▽とき　４月19日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「津軽家はキリシタン大
名か？－海外史料から見た為信・信
建・信枚－」
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み　４月 10日の午前８時
半から電話で受け付け。
■問市立博物館（☎ 35・0700、午
前８時半～午後５時）

東北女子大学公開講座

▽とき　４月29日（水）
　　　　午前 10 時～午後０時半
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「染色講座～身近な植物で
布を染めよう～」
▽対象　小学生以上＝10人
※応募多数の場合は抽選で決定。
▽受講料　200円（材料費として）
▽持ち物　手ふきタオル、汚れても

いい服装
▽申込方法　電話かホームページか
ら申し込みを。
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp/11koukaikoza/koukai_
kouza.shtml）

ちびっこラグビー教室

▽とき　４月 26日～平成 28年２
月 21日までの毎週日曜日、午前９
時半～正午
▽ところ　城東公園（末広４丁目、
総合学習センター隣）多目的広場
▽対象　幼児～中学校３年生
▽参加料　月額 1,000 円（スポー
ツ安全保険料を含む）
■問弘前ラグビースクール事務局（菊
池さん、☎37・2666、■Ｈ http://
hirosakirugbyschool.web.fc2.
com/school.html）

ノルディックウオーキング
体験教室
▽とき　5月 13 日～７月 15日の
毎週水曜日、午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）多目的広場・弘前

公園（下白銀町）・運動公園（豊田
２丁目）
※雨天時は弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
競技場または克雪トレーニングセン
ターで行います。
▽内容　ポールを使ったウオーミン
グアップ、クーリングダウンスト
レッチ、ノルディックウオーキング
の基礎
▽対象　市民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、薄手の手袋（軍
手でも可）、室内用シューズ（雨天
時のみ使用）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・身長・電話番号・
教室名・貸し出しポール必要の有無
を記入し、4月 24日（必着）までに、
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒036・
8057、八幡町１丁目９の１）へ。
※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
は抽選で決定します。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

ストレッチ体操教室

▽とき　5月 11日～ 6月 29日の

毎週月曜日、午後１時半～２時半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）武道場
▽内容　ストレッチ体操、筋力ト
レーニング、体を使った脳トレ
▽対象　市民＝30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
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、4月 24日（必着）までに、
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒036・
8057、八幡町１丁目９の１）へ。
※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
は抽選で決定します。 
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

ベトナムにおける食品の県産品
フェア・商談会出展者を募集
　市では、八戸市、野辺地町、おい
らせ町との共同により、地域企業の
海外販路拡大を支援するため、ベト
ナムにおける食品の県産品フェア・
商談会を実施します。
　このたび、フェア等の会場で商品
販売、海外企業との取引・商談など
を希望する企業を募集しますので、
ぜひご応募ください。
▽とき　平成 28 年１月 20 日～
24日（予定）

▽ところ　イオンモールベトナム
（ベトナム・ホーチミン市）
※事業内容、応募資格、出展経費の
助成など、詳しくは市ホームページ
をご覧ください。。
■問４月 30日までに、商工政策課物
産振興室（☎ 35・1135、■Ｆ 35・
1105）へ。

夜間・休日納税相談の
ご利用を
　納期限までに納付できない事情が
ある人は、未納のままにせず、ぜひ
相談においでください。
▽夜間納税相談　4月 20 日～ 24
日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　4 月 19 日・26
日の午前９時～午後４時
■問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

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19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）

 暮らしのinformation ●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

◎おたのしみおはなし会
▽４月の開催日　４日・18日の、
午前 11 時～ 11 時半、11 日・
25日の午後２時～２時半（４月
から時間が変更になっています）
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽内容　「春・花・虫」をテーマ
とした、絵本の読み聞かせ、紙芝
居、昔話、エプロンシアター、な
ぞなぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【４月 23 日～５月 12 日はこど
もの読書週間】
　「こどもの読書週間」と４月23
日の「子ども読書の日」にちなん
だ行事を開催します。
◎おすすめ図書の展示・貸し出し
▽期間　４月17日～５月 20日
▽ところ　弘前図書館児童書コー
ナー
▽テーマ　「きもち」を考える絵
本
【第５回手作り絵本講習会～世界
に１冊だけの自分のえほんをつく
ろう～】
▽とき　５月９日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　弘前図書館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　絵本１冊につき 100
円
▽申し込み開始　４月８日から
■問弘前図書館（☎32・3794）

弘前図書館 催し・
講習会

緑の相談所 ４月の
催し

 その他
  

市の組織を一部改正
■問人材育成課人事評価担当（☎35・1119）

区　分 課室名 内　容

課の廃止 行政経営課 ・課を廃止し、主要な業務はひろさき未来戦略
研究センターに移管

担当の統合 法務契約課 ・文書管理担当と法規担当を統合し、文書・法
規担当に変更

担当の新設 ひろさき未来戦略
研究センター

※課相当の組織から部相当に変更
・人口減少対策担当、計画マネジメント担当、
情報分析担当、行革・連携担当を設置

係の統合 上下水道部総務課 ・総務係と管財係を統合し、総務契約係に変更

係名の変更
上水道施設課

・修繕係を上水管路維持係に変更し、所属課を
工務課から上水道施設課に変更
・上水道水質係を水質係に変更

下水道施設課 ・管理第一係を施設管理係に変更
・管理第二係を下水管路維持係に変更

係の廃止 下水道施設課 ・下水道水質係を廃止

４月から

【展示会】
●ユキワリソウ展　４日～７日
●セッコク展　17日～ 19日
●青森県おもと美術展　29日～
５月３日
【講習会】
●バラのせん定講習会　４日、午
後１時半～３時半
【弘前城植物園…今月見られる花】
梅、十月桜、キクザキイチリンソ
ウ、カタクリなど
■問緑の相談所（☎33・8737）

◎昨年度開催したミーティングでは、これからの少子高齢化時代における若者世
代の役割に関することや、心身に障がいを持つ人のPECSカードを用いた社会
参加推進に関すること、プレイセンター（幼児教育の場）で子どもの自由な遊び
を見守りながら親たちも学び合う活動についてなど、さまざまなテーマで話し合
われました。参加者からは、「市長と気軽に話せて良かった」「実りのある会となっ
た」などと好評を得ています。

市長車座ミーティング
政治活動などの目的で開催しようと
する団体は除く）
▽申し込み方法　開催希望申込書
に、テーマや開催場所など所定の事
項を記入の上、開催希望日前月の
10日（土・日曜日、祝日の場合は
前開庁日）までに広聴広報課（市役
所３階、窓口 308）へ持参するか、
郵送、ファクスまたはＥメールで申
し込んでください。
※開催希望申込書は、同課に備え付
けてあるほか、市ホームページから

もダウンロードできます。
▽その他
○申込団体が複数の場合は、開催日
を調整する場合があります。
○会場の準備および費用負担は開催
団体が行ってください。
○開催結果は、写真を添えて市ホー
ムページで概要を公表します。なお、
ミーティングの様子はインターネッ
ト上で動画配信される場合がありま
す。
■問 広 聴 広 報 課 広 聴 広 報 担 当
（〒036・8551、上白銀町１の１、
☎ 35・1194、 ■Ｆ 35・0080、 ■Ｅ
kochokoho@city.hirosaki.lg.jp）

　市民の皆さんのご意見・ご提案を
市政に反映させる広聴事業の一環
として「平成 27年度市長車座ミー
ティング」を開催します。
　市民がさまざまなテーマで、市長
とざっくばらんに話ができる絶好の
機会です。奮って申し込みを。
▽とき　申し込み団体の希望する日
にち、時間帯を調整の上決定します
（土・日曜日、祝日も可。時間は午
前 10時～午後８時半のうち１時間
程度）
※市長の日程により、希望日時に実
施できない場合があります。
▽対象　市内に在住、在勤または在
学するおおむね５人～ 15人で構成
された団体（営利目的、宗教・思想・

市長と気軽に話しませんか


