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ベテランズセミナー
開講式と講演
▽とき　４月21日（木）
　　　　午前９時半～ 11 時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　開講式（本年度の予定、ク
ラブ活動紹介など）／講演「弘前城
天守曳屋工事の秘話を聞こう！」
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
▽講師　竹内昭三さん（西村組代表
取締役副社長）
※事前の申し込みが必要。
■問４月18日までに、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

第４回世界一の桜並木道を
ノルディック・ウォーク
▽とき　５月１日（日）、午前９時
半～（受け付けは午前８時半～）
※小雨決行。
▽ところ　岩木青少年スポーツセン
ター～岩木山観光協会間の桜並木道
▽集合場所　岩木青少年スポーツセ

▽対象　平成 27年度手話奉仕員養
成講座（入門編）の修了者または手
話で日常会話ができ、事前の面接で
入門編修了者と同等の技術を身につ
けていると認められる 18歳以上の
人＝20人（先着順）
▽受講料　無料（別途テキスト代
3,240円が必要）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・年齢・職業・
手話学習歴・電話・ファクス番号を
記入し、４月 30日（必着）までに
身体障害者福祉センター（〒036・
8057、八幡町１丁目９の17）へ。
※事前面接の会場・時間などの詳細
は返信用はがきで通知します。
■問身体障害者福祉センター（☎
36・4521）

まちかど広場クリーン
大作戦参加者募集　　
　ひろさき環境パートナーシップ
21では、市内にある各まちかど広
場を出発し、道端などに落ちている
ごみを拾いながら、蓬莱広場（土手
町）を目指します。
▽とき　４月10日（日）

　「はとぶえ号」は、市内23カ所のステーションを火・水・
金・土曜日に巡回し、本の貸し出しなどを行います。巡回
するステーションや駐車時間は下表の通りです。どうぞ気
軽にご利用ください。
■問弘前図書館サービス係（☎32・3794）

移動図書館
「はとぶえ号」
　　　　からのお知らせ

■平成 28 年度移動図書館「はとぶえ号」の巡回場所など

曜日 駐車時間 ステーション 28 年度
巡回初日

金 午後 ０：50 ～ １：30  船沢小学校 4 月１日２：30 ～ ３：20  清水交流センター

土

午前 10：00 ～ 10：40  総合学習センター

4 月２日午後

１：30 ～ １：50  県営宮園団地（旧マル
 エス向かい）

２：20 ～ ２：40  致遠児童センター

３：10 ～ ３：30  樋の口（イオンタウン
 弘前樋の口店）

火 午後 ０：15 ～ １：25  三和小学校 4 月５日

水

午前 10：00 ～ 10：40  学園町（弘前大学附属 
 小・中学校正門前）

4 月 6 日
午後

１：15 ～ １：45  和徳小学校
２：10 ～ ２：50  大成小学校
３：10 ～ ３：30  第三大成小学校

金 午後 １：40 ～ ２：30  松原（コープ松原店） 4 月８日２：45 ～ ３：15  文京小学校

 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

※雨天決行。出発場所に午前９時集
合。
▽出発場所　亀甲町広場（亀甲町）、
城北公園交通広場（田町３丁目）、
和徳十文字広場（和徳町）、追手門
広場（下白銀町）、新寺町広場（新
寺町）、下白銀町広場（下白銀町）、
松森町ふれあい広場（松森町）、弘
大正門前（文京町）のうち、参加で
きる場所
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手、デレキ（自由）、
ごみ袋２～３枚
■問環境管理課環境保全係（☎ 36・
0677）

弘前城・植物園・藤田記念庭園
弥生いこいの広場　開園します
　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５日は午前７時
～午後９時。
▽無料開放日　５月29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５日は午前９時
～午後６時。

▽無料開放日　５月29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９時。／洋館は通年開園しま
す。
▽無料開放日　６月26日
～共通事項～
▽入園料　大人＝ 310（250）円
／子ども＝100（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 15 日～ 11 月 13 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

ンター（常盤野字湯段萢）
▽内容　ノルディック・ウォークま
たはウオーキング（Ａコース＝約７
km、Ｂコース＝約18km）
▽参加料　Ａコース＝ 500 円、Ｂ
コース＝ 1,000 円（当日徴収。高
校生以下は無料）
▽持ち物　飲み物、昼食、雨具、ポ
ール（持っている人）、帽子、手袋、
入浴道具など
▽申し込み方法　４月 25 日まで
に、ファクス（住所、氏名、生年月
日、連絡先、参加種目、参加コース、
ポール借用の有無を記入）で申し込
みを。
▽その他　桜の開花状況によって
は、開催日の前後の土日もウォーク
可能ですので、事前にお問い合わせ
ください（参加料500円が必要）。
■問青森県ノルディック・ウォーク連
盟（岩木山観光協会内、☎ 83・
3000、■Ｆ 83・3001）

手話奉仕員養成講座（基礎編）

▽とき　５月 12日～ 12月１日の
毎週木曜日（８月４日・11日、９
月 22日、11月３日を除く）、午後
７時～８時半（計26回）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）

市民総ぐるみで「あいさつ運動、
ことばをかけて見守る運動」に協力を！

強 化 期 間
４月７日～13日

　市では、「子どもの笑顔を広げる弘前市民条例～いじめや虐待のない
まちづくりを目指して～」に基づき、弘前の未来を担う子どもたちを市
民みんなで見守り、いじめや虐待を防ぐための取り組みを進めています。
　市民が誰でも取り組むことのできる運動として、本年も「あいさつ運
動、ことばをかけて見守る運動」を実施しますので、ぜひご協力をお願
いします。
※詳細については、各中学校区に設置している小・中学校、家庭、地域
による連携組織から学校や町会などを通してお知らせします。
■問学校指導課（岩木庁舎内、☎82・1644）

■問弘前城・弘前城植物園（☎ 33・
8733）／藤田記念庭園（☎ 37・
5525）／弥生いこいの広場（☎
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。

弘前市シルバー人材
センターの会員募集
　市内に居住する 60歳以上で、働
く意欲がある人を対象に、新入会員
説明会を開催します。
▽とき　①４月５日、午前 10時～
／②４月19日、午後２時～
※５月以降も毎月２回開催。
▽ところ　生きがいセンター（南袋
町）研修室
▽入会手続きに必要なもの　入会申
込書（シルバー人材センターで配布。
事前に必要事項を記入し当日持参
を）、年度会費3,000円（互助会費
を含む）、印鑑（認め印可）、預金通
帳（青森銀行かみちのく銀行のもの
で、本人名義）
※入会希望者には、手続きの際に簡
単な面談を行います。なお、説明会
への参加を希望する人は、必ず事前
にご連絡ください。
■問弘前市シルバー人材センター（☎
36・8828）

曜日 駐車時間 ステーション 28 年度
巡回初日

土

午前 10：00 ～ 10：40  城東団地（青森銀行城
 東支店）

4 月９日
午後

１：30 ～ １：50  青山（ユニバース堅田
 店）

２：20 ～ ２：40  岩木児童センター

３：10 ～ ３：30  石渡（サンデー弘前石
 渡店）

火 午前 10：00 ～ 10：40  新和小学校 4月12日午後 １：00 ～ １：30  小友小学校

水
午前 10：00 ～ 10：40  安原（マックスバリュ

 安原店） 4月13日
午後 １：40 ～ ２：10  城東小学校

２：50 ～ ３：20  相馬小学校
金 午前 10：05 ～ 10：35  東目屋小学校 4月22日

 その他
  

市内一斉取組日
４月８日（金）

「あいさつ運動、ことばをかけ
て見守る運動」の効果
☆地域に「自分を知っていてくれる
人」「自分が知っている人」がいる
ことで、子どもたちに「地域に見守
られているという安心感」が生まれ
ます。
☆子どもたちの行動に気を配ること
により、いじめや虐待の早期発見・
早期対応が可能となります。地域に
住む人だけではなく、地域に勤めて
いる人も、いじめや虐待をなくする
ために、温かなまなざしを向け、思
いやりを持って言葉を掛けましょう。


