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市政情報
Town Information

 イベント

　   暮らしの
nformation

●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

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎古布と小物展
▽とき　１月 22～ 26日、午前９
時～午後４時（最終日は午後３時ま
で）
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽観覧料　無料
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

日専連全国児童版画コンクール
弘前地区選作品展示発表会
　市内小学校の児童が応募した作品
から受賞作品約 300 点を展示しま
す。
▽とき　１月 23日～ 25日、午前
10時～午後７時（最終日は午後５
時まで）
▽ところ　市民文化交流館イベント
スペース（駅前町、ヒロロ３階）
▽入場料　無料
※ヒロロ駐車場を利用の場合は、駐
車券をお持ちください。駐車料金の
一部が無料となります。
■問 日専連弘前事務局（☎ 39・
2277〈平日の午前９時～午後 6
時〉）

食育シンポジウム「見直そう！
青森の食生活と農産物」
　弘前大学では、青森県の食生活の
見直しや、今後の食育活動のあり方
を議論するため、公開シンポジウム
を開催します。食育教材の展示も行
いますので、ぜひおいでください。
▽とき　１月25日（日）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館（文京町）みちのくホール　
▽内容　①愛媛大学「食」教育の取
組―つくる、伝える、知る―…講師・
垣原登志子さん（愛媛大学教育・学
生支援機構講師）／②考えてみよ

う！「食育の環」…講師・吉池信男
さん（青森県立保健大学健康科学部
教授）／パネルディスカッション「こ
れからの食育活動の役割」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学藤崎農場（伊藤さん、☎
75・3026）

青森県民俗の会×弘前大学
地域未来創生センター
公開シンポジウム
【津軽の年占行事『七日堂（なのか
どう）祭』を考える】
▽とき　１月25日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前大学人文学部（文京
町）４階多目的ホール
▽内容　毎年、岩木山神社、猿賀神
社、鬼神社で行われている年占（と
しうら）行事について儀礼の映像を
交えて考えます。
▽基調報告　①七日堂祭を記録する
…古川実さん（青森県民俗の会代表）
／②七日堂祭の基礎的考察…石戸谷
勉さん（同会員）／③東アジアから
の仏教の受容…松尾恒一さん（国立
歴史民俗博物館教授）ほか
▽対象　市民＝100人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学地域未来創生センター
（☎ 39・3198〈平日の午前 10時
15 分～午後３時〉、■Ｅ irrc@cc.
hirosaki-u.ac.jp）

第34回小・中学校美術展
　弘前地区の小・中学生の図工美術
の優秀作品を集めた作品展です。期
間中は中学校壁新聞展示も同時開催
します。
▽とき　２月６日～９日の午前９時
～午後５時（最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽内容　描画、版画、立体作品、工
芸、デザイン作品の展示
※２月７日の午前11 時から、造形
ワークショップも開催します。
▽入場料　無料

■問造形教育調査研究委員会（教育セ
ンター内、☎26・4803）

弘前市文化団体協議会・弘前
美術作家連盟合同新春講演会
　方言研究家・川柳作家の渋谷伯龍
さんを講師に招き開催します。
▽とき　１月25日（日）
　　　　午後３時～４時半
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）４階フィオーレ
▽演題　「仲良（え）ぐ　まみしぐ
　あずましぐ」～楽しいふる里こと
ば～
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市文化団体協議会事務局（鐵
心書道会内、☎34・6555）

高長根ファミリースキー場
第11回高長根スキー大会
▽とき　２月１日（日）
　　　　午前11 時～午後３時半
▽種目　大回転
▽対象　保育園および幼稚園の年中
児～小学生
▽参加料　1,500 円（各自傷害保
険などに加入を）
■問１月 25 日の午後５時までに、
参加料を添えて高長根レクリエー
ションの森（高杉字神原、☎ 97・
2627）へ。

農産物づくり講演会

　農業経営の発展に取り組む農業者
で組織する認定農業者連絡協議会
が、農産物づくりのための講演会を
開催します。
▽とき　２月10 日（火）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽テーマ　「今年の天候と農産物づ
くり」
▽講師　佐藤士郎さん
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問農業政策課農業振興係（☎ 40・
7102）

④桜ヶ丘中央公園（桜ヶ丘４丁目）…融雪設備等
の整備（温泉排水による融雪など）

⑤松原東４丁目市道…融雪の実証研究（散水融雪
の交互運転による電気代削減の検証）

⑥市立病院歩行者通路（大町３丁目）…融雪の実証
研究（建物排熱によるロードヒーティングの検証）

⑦元寺町分庁舎駐車場内の電気自動車急速充電器
個所…融雪の実証研究（太陽熱地中蓄熱による融雪）
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桜ヶ丘中央公園
清水交流センター清水交流センター

桜ヶ丘駐在所

弘前小沢
郵便局

青い森信用金庫
桜ヶ丘支店

桜ヶ丘駐在所

桜ヶ丘中央公園
弘前小沢
郵便局

青い森信用金庫
桜ヶ丘支店
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千年駅千年駅

弘南鉄道大鰐線

弘南鉄道大鰐線

東奥信用金庫
松原支店

みちのく歴史
人物資料館

ひまわり保育園ひまわり保育園
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人物資料館
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ヒロロヒロロ市立病院市立病院

イトーヨーカドーイトーヨーカドー

260

17

青森銀行
弘前支店

青森銀行記念館

中央交番

青森銀行記念館

元寺町分庁舎元寺町分庁舎
（市民参画センター）（市民参画センター）

弘前支部
青森地方裁判所

弘前公園

市民中央広場
３

①愛宕地区市道…融雪設備等の整備（温泉排水に
よる道路散水融雪）

③大清水雨水貯留施設（大清水４丁目）…融雪設
備等の整備（地下水による雪置き場散水融雪）

愛宕多目的集会所

橋雲寺

あたご温泉あたご温泉

橋雲寺

愛宕多目的集会所

大清水学園

奥羽本線
奥羽本線

安原第三児童公園

大清水学園
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イオンタウン安原イオンタウン安原

弘前大清水
郵便局
弘前大清水
郵便局

②小比内雨水貯留施設（川先１丁目）…融雪設備
等の整備（地下水による雪置き場散水融雪）
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弘前年金事務所

小比内公園
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弘南鉄道弘南線

弘南鉄道弘南線弘前東高校

小比内公園

弘前東高校

弘前東高前駅弘前東高前駅

　市では、地下水や温泉排水などの未利用エネルギー
を利用した融雪設備等の整備および融雪の経費節減な
ど、新たな方策を検証するための実証研究を実施して

未利用エネルギーなどによる融雪設備等の導入と
実証研究を行っています

います。
　場所は位置図のとおりで、①愛宕地区市道、②小比
内雨水貯留施設、③大清水雨水貯留施設、④桜ヶ丘中
央公園の４カ所において地下水や温泉排水による散水
などの融雪の導入、⑤松原東 4丁目地内市道、⑥市
立病院歩行者通路、⑦元寺町分庁舎駐車場内の電気自
動車急速充電器個所の３カ所において融雪の実証研究
を行っています。詳しくはお問い合わせください。
　なお、②小比内雨水貯留施設、③大清水雨水貯留施
設は、雪捨て場としての一般開放はしていません。ま
た、現在整備中のものもありますが、施設が完成した
ものから運転・検証を開始します。皆さんもぜひ、現
地に足を運んでご覧ください。
■問い合わせ先　スマートシティ推進室（☎ 40・
7109）


