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業）／火・木・日曜日＝午前 10時
～午後５時
※冬休み期間（12 月 26 日～１月
14日）および土・日曜日、祝日は
午前９時からの営業。
▽リフト利用料　１回券＝ 200 円
（小人 150 円）／１日券＝ 2,050
円（小人 1,020円）
※このほか、半日券、シーズン券な
どがあります。
【シーズン券市民割引】　
▽対象　市内に在住する人
▽割引後の料金　大人、小人とも
5,000 円（通常料金は大人１万
5,420円、小人 8,220円）
※購入を希望する人は、顔写真（縦
３㎝×横2.4㎝）２枚と住所を証明
できるものを、そうまロマントピア
スキー場へ提出してください。即日
交付します。
■問そうまロマントピアスキー場（☎
84・2020）

岩木山百沢スキー場

　本年度の岩木山百沢スキー場の営
業期間などは次のとおりです。今冬
もいろいろなイベントが盛りだくさ
ん。みんなでスキー場に飛び出して
冬と雪を楽しもう！
▽営 業 期 間　12 月 26 日～３月
15日
▽営業時間　冬休み期間・土・日曜
日、祝日＝午前９時～午後４時（冬
休み以外の平日は午前 10時から）
／ナイター営業…火・木・金・土曜
日＝午後5時～９時
【イベント案内】
◎もちつき大会…皆さんと一緒にも
ちつきを行い、おしるこにして振る
舞います。
▽とき　１月２日（金）
　　　　午後３時～（予定）
▽参加料　無料
◎宝探し大会…雪の中から宝物を探
し出します。
▽とき　１月４日（日）
　　　　午後３時～（予定）
▽対象　リフト券を購入している小
学生以下
◎節分豆まき大会…節分にちなみ、
お菓子まきで福を呼び込みます。
▽とき　２月３日（火）
　　　　午後７時～（予定）
▽参加料　無料

◎キッズ雪遊び体験…スキー、ス
ノーボードの初心者の体験コースで
す。
▽開催日　営業期間中随時
▽講習時間　午前 10 時半～正午、
午後１時半～３時（受け付けは講習
開始 30分前まで）
▽参加料　500 円（別途リフト代
が必要）
◎市民対象スキー教室・スノーボー
ド教室…市民を対象に、初心・初級・
中級に分かれての教室です。
▽スキー教室開催日　1月３日・７
日・９日・17日・24日、２月７日・
14日・21日・28日、３月７日
▽スノーボード教室開催日　１月
10日・17日、２月７日
▽講習時間　いずれも午前 10時～
11時半
▽参加料　各 500 円（別途リフト
代が必要）
※各開催日３日前までの予約が必
要。
【お助けサービス】
◎無料シャトルバス
▽期間　12 月 27 日～３月 15 日
までの土・日曜日、祝日運行
※３日前までの予約が必要。
◎シニア（50 歳以上）レンタル無
料…50歳以上の人はレンタル用品
がすべて無料で利用できます（身分
証明書の提示を）。
▽期間　営業期間中随時
◎無料お預かりサービス…シーズン
期間中、無料でスキー、スノーボー
ドを預かります。預かったスキー、
スノーボードは軽いワクシングサー
ビスをします。
◎ファミリー（親子）企画…アン
ケートに答えた人に、車用オリジナ
ルバッジの会員証をプレゼントしま
す。前日までに予約すると、第一駐
車場のファミリー専用スペースを確
保でき、混雑時でもゲレンデ前に
楽々駐車できます（１人での利用は
できません）。
■問岩木山百沢スキー場（☎ 83・
2224）

市民・少年少女スキー教室
（大鰐会場） 　

　
▽とき　１月３日・４日・10 日・
11日の午前 10時～午後３時
※受け付けは午前９時～。

▽ところ　大鰐温泉スキー場国際エ
リア（大鰐町虹貝字清川）
※受付場所は雨池スキーコミュニ
ティセンター２階。
▽対象　小学生以上の市民（初心者
からエキスパートまで）
▽講師　ＳＡＪ全日本スキー連盟公

認指導員（弘前スキー倶楽部所属）
▽参加料　5,000 円（傷害保険料
を含む）
▽その他　スキー用具・リフト券な
どは各自で準備を。
▽申 し 込 み 方 法　12 月 18 日～
25日に、参加料を添えて弘前市体

育協会（下白銀町、笹森記念体育館
内）かタケダスポーツ弘前バイパス
店（城東北４丁目）、またはスーパー
スポーツゼビオ弘前高田店（高田５
丁目）へ。
■問弘前スキー倶楽部事務局（加藤さ
ん、☎携帯080・4519・2611）

高長根レクリエーションの森
ファミリースキー場（高杉）
　ナイター設備と２基のロープト
ウ、電車を改造したヒュッテがあり、
家族で楽しめます。
▽営業期間　12 月 20 日～３月８
日
▽営業時間　火・水・日曜日（冬休
み中は月曜日も）＝午前９時～午後
５時／木・金・土曜日＝午前９時～
午後９時（ナイター営業あり）
▽ロープトウ使用料　１回券＝ 50
円／７回券＝ 300 円／半日券＝
540円／１日券＝ 860円（午後５
時まで）
※ 65歳以上の市民、市内の小・中
学生や障がい者、外国人留学生は無
料。
▽休み　毎週月曜日（冬休み中は無
休）
【スキー教室】
▽とき　１月 17 日・18 日・24
日・25日（17日は正午～午後３時、
18 日と 25 日は午前 10 時～午後
３時、24日は午後１時～３時）
▽対象　小学生以上＝ 70人（先着
順）
▽参加料　小・中学生＝ 3,500 円
／高校生以上＝ 4,000 円（４日分
の受講料および傷害保険料を含む）
▽申し込み方法　12月17日～27
日に参加料を添えて、みどりの協
会（弘前公園内、☎ 33・8733）、
または高長根レクリエーションの森
（高杉字神原）ビジターセンターへ。
■問高長根レクリエーションの森ビジ
ターセンター（☎97・2627）

そうまロマントピア
スキー場（水木在家）
　斜度は10度～25度で、ナイター
設備、ペアリフト１基を設置してい
ます。初心者から上級者まで楽しめ
る２コースがあります。
▽営 業 期 間　12 月 26 日～３月
15日
▽営業時間　月・水・金・土曜日＝
午前 10時～午後９時（ナイター営

スキー場情報
など

外　科
１／4 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
11 北都クリニック（相良町）☎32・1335
12 倉田医院（元寺町） ☎37・3411
18 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
25 さわだ整形外科（大開３）☎87・3311

内　科
１／4 沢田内科医院（茂森新町１）☎37・7755
11 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
18 小堀クリニック（中野２）☎32・7146
25 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
12
 ／31

やすはら耳鼻咽喉科（安原３）☎88・0087
代官町クリニック吉田眼
科（代官町）

☎38・4141

１／１ 福島耳鼻咽喉科（百石町）☎32・5032
たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456

２ 斎藤耳鼻咽喉科医院（城東２）☎26・0033
おおた眼科（駅前町） ☎38・2333

３ 宮園耳鼻科クリニック
（宮園５）

☎39・1133

一戸眼科医院（富田２） ☎32・3076
11 あきた耳鼻咽喉科クリニッ

ク（南城西２）
☎32・2332

25 加藤眼科クリニック（田町５）☎31・3711

歯　科
12
 ／31

関歯科医院（和泉１） ☎26・2789
松枝歯科医院（下白銀町）☎35・2157

１／１ 盛歯科クリニック（桔梗野１）☎33・8148
相馬歯科医院（富田２） ☎34・6410

２ 平山歯科クリニック（宮園５）☎33・2247
ミカミ歯科（駅前１） ☎33・5400

３ 駅前歯科クリニック（駅前１）☎36・3736
かわむら歯科医院（茂森町）☎36・1805

４ 中畑歯科医院（山道町） ☎32・6650
11 佐藤歯科診療所（賀田） ☎82・3032
12 大開歯科医院（大開１） ☎88・1355
18 和徳歯科医院（和徳町） ☎32・2606
25 遠藤歯科（代官町） ☎36・5560

▽診療時間　
　外科・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。

　年末年始の家庭ごみの収集は、収集
日程表のとおり行います。収集日を確
認してごみを出してください。なお、
ごみ処理施設は下記の日程で休業しま
す。ごみを直接搬入する際はご注意く
ださい。
【ごみ処理施設の休業日】
◆環境整備センター（町田字筒井）＝
12月 31 日の正午～１月４日…燃や
せるごみ・燃やせないごみ・大型ごみ・
容器包装ごみ
◆南部清掃工場（小金崎字川原田）＝
12月 31 日の正午～１月３日…燃や
せるごみ
■問い合わせ先　環境整備センター
（☎ 36・3883）／南部清掃工場（☎
92・2105）／環境事業所（町田字
筒井、☎32・1952、35・1130）

施設名 ところ 開館時間 問い合わせ先／備考
市立観光館・山車展示館・旧
東奥義塾外人教師館・市立観
光館地下駐車場

いずれも下白銀町
（追手門広場内）

午前９時～午後５時
（駐車場は午前８時～午後６時） 市立観光館（☎37・5501）／駐車料金は通常どおり必要

市立郷土文学館 下白銀町
（追手門広場内） 午前９時～午後５時 市立郷土文学館（☎ 37・5505）／入館料は通常どおり必要。

１月４日～11日は臨時休館

旧弘前市立図書館 下白銀町
（追手門広場内） 午前９時～午後５時　 文化財課（☎ 82・1642）

弘前市観光案内所 表町（弘前駅内） 午前８時45分～午後５時 弘前市観光案内所（☎26・3600）
旧藤田家住宅
（太宰治まなびの家） 御幸町　 午前 10時～午後４時　 文化財課（☎82・1642）

りんご公園 清水富田字寺沢 午前９時～午後５時　 りんご公園（☎ 36・7439）

藤田記念庭園洋館 上白銀町 午前９時～午後５時　
藤田記念庭園（☎ 37・5525）／そのほかの開館日…２月
28 日までの土・日曜日、祝日。１月 21 日～ 2月 2日、2
月７日～ 11日、３月１日～ 31日

市立博物館 下白銀町 午前９時半～午後４時半　 市立博物館（☎ 35・0700）

旧岩田家住宅・旧笹森家住宅 いずれも若党町 午前 10時～午後４時　 文化財課（☎82・1642）／そのほかの開館日…３月31日まで
の土・日曜日、祝日。１月21日～2月2日、2月７日～11日

市の施設を
年末年始などに開館

　当市を訪れる観光客へのサービス向上のため、市の施設の一部を年末年始
（12月 29日～１月 3日）に開館しますのでご利用ください。なお、１月 4
日からは通常どおりの開館となります。詳しくは各施設へ問い合わせを。

※上記の施設を除くほとんどの施設が 12 月 29 日～１月 3 日はお休みとなります。詳しくは、各施設へお問い合わせを。

年末年始・１月の
休日在宅当番
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年末年始お役立ち情報

年末年始のごみの収集


