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こどもの森４月の行事

◎月例登山「春の久渡寺山登山」
▽とき　４月 16 日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、
替えの下着・靴下、防寒着
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
◎企画展「春の生物展」
▽とき　４月23日～５月７日
▽入場料　無料
～共通事項～
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

第５回世界一の桜並木道を
ノルディック・ウォーク
▽とき　４月30日（日）、午前10
時～（受け付けは午前９時半～）
※小雨決行。
▽ところ　岩木青少年スポーツセン
ター～岩木山観光協会の桜並木道
▽集合場所　岩木青少年スポーツセ
ンター（常盤野字湯段萢）
▽種目　ノルディック・ウォークま

田）、平安時代を中心とする集落跡
である油伝（２）遺跡（蒔苗字油伝）、
史跡津軽氏城跡弘前城跡長勝寺構
（永泉寺、西茂森１丁目）、弘前藩が
江戸時代に構築した高照神社馬場跡
（高岡字獅子沢）等を紹介します。
▽とき　９月 29日までの午前９時
～午後５時
▽ところ　旧弘前市立図書館（下白
銀町、追手門広場内）２階展示コー
ナー
■問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

高齢者健康トレーニング教室

～シナプソロジー教室（脳の活性化
プログラム）～
▽とき　４月 11日～６月 27日の
第２・第４火曜日、午後２時～２時
45分
※１回のみの参加も可。
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室
▽内容　「２つの事を同時に行う」
「左右で違う動きをする」などの動
きをしながら楽しく脳を活性化させ
ます

　「はとぶえ号」は、市内24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。
■問弘前図書館（☎32・3794）

■平成 29 年度移動図書館「はとぶえ号」の巡回日程

曜日 駐車時間 ステーション 29 年度
巡回初日

土

午前 10：00 ～ 10：40  総合学習センター

4 月１日午後

１：30 ～ １：50  県営宮園団地
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 午前 10：00 ～ 10：40  新和小学校 4 月４日午後 12：45 ～ １：25  三和小学校

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５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
午前 10：05 ～ 10：35  東目屋小学校

4 月７日午後 １：40 ～ ２：30  松原小学校（※）
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

▽対象　65 歳以上の市民＝各回
20人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、飲み物、室内用
シューズ
■問温水プール石川（☎49・7081）

東北女子大学公開講座

▽とき　４月22日（土）
　　　　午前10時半～正午
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「本と心を読む楽しさ～星
の王子さま27の秘密～」
▽対象　中学生以上
▽受講料　200 円（プリント代と
して）
※事前の申し込みは不要。
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289）

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13日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
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
■問４月 10日から、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

ヒロロ
からだスッキリ実践講座
▽とき　５月８日～７月 10日の毎
週月曜日、午前 10時半～正午（受
け付けは午前10時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　膝、腰、関節に痛みや不安
がある人向けの機能改善、重症化予
防を目的とした簡単な体操
▽講師　種市かな恵さん（健康運動
指導士）
▽対象　膝、腰、関節に痛みや不安
を感じる40歳以上の市民＝50人
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、室内用シューズ、
汗拭きタオル

▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・講座名・
痛みや不安がある部位を記入の上、
４月５日～ 24 日（必着）までに、
弘前市保健センター（〒 036・
8711、野田２丁目７の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定しま
す。
■問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

ひろさき多子家族応援
パスポート
　多子家族の子育てを応援するた
め、市の公共施設（文化・体育・社
会教育施設など）の使用料などが無
料になるパスポートを発行していま
す。対象となる人は申請してくださ
い。対象施設など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
▽対象　平成 11年４月２日以降に
生まれた子どもが３人以上いる親子
▽受付場所　子育て支援課（市役所
１階、窓口105）
▽申請に必要なもの　親子全員の健
康保険証
※平成 28年度のパスポートを持っ
ている人で今年度も要件に当てはま
る世帯には、４月上旬に平成 29年
度のパスポートを発送します。
■問子育て支援課子育て戦略担当（☎
40・7038）

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
ごみを集めながら、蓬莱広場（土手
町）を目指します。
▽とき　４月９日（日）
※雨天決行。出発場所に午前９時集
合。
▽出発場所　亀甲町広場、城北公園
交通広場（田町３丁目）、和徳十文
字広場、追手門広場（下白銀町）、
新寺町広場、下白銀町広場、松森町
ふれあい広場、弘大正門前（文京町）
のうち、参加できる場所
▽参加料　無料

たはウオーキング（約８～ 10km
程度）
▽参加料　500 円（当日徴収。高
校生以下は無料）
▽昼食　500 円（ラーメンとおに
ぎり。要予約）　
▽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
※岩木青少年スポーツセンターで入
浴可（無料）。
▽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・昼食の予約
の有無・ポール借用の有無を記入）
で申し込みを。
■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）

発掘調査速報展

　市教育委員会では毎年、道路建設
や住宅建築などに伴い、遺跡の発掘
調査を実施し、その成果を公開して
います。
　本展示では、平成 28年度に調査
した遺跡の中から、縄文時代の竪穴
建物跡等が発見された葛原館（宮地
字宮本）、縄文時代と平安時代の遺
構が検出された坂本館（館後字新

▽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（町田字筒
井、☎36・0677）

ひろさき出愛サポートセンター
ヒロロ 3 階に移転します
　結婚を希望する独身者に出会いの
きっかけをつくるお手伝いをしてい
る「ひろさき出愛サポートセンター」
が、名称を「ひろさき広域出愛サポ
ートセンター」へ変更し、４月から
ヒロロスクエア（駅前町、ヒロロ３
階）に移転します。
※新たに黒石市・平川市・藤崎町・
板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋
村居住の人も登録が可能になりま
す。
■問ひろさき広域出愛サポートセンタ
ー（☎35・1123）

曜日 駐車時間 ステーション 29 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８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  裾野小学校 4月11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12日
午後 １：40 ～ ２：10  城東小学校

２：50 ～ ３：20  相馬小学校

金 午後 12：50 ～１：30  船沢小学校 4月14日２：30 ～ ３：20  清水交流センター

緑の相談所 ４月の
催し

【展示会】
●セッコク展　15日～ 16日
【講習会】
●バラのせん定講習会　８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）

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１・３土曜日の午前
11 時～ 11 時半、第２・４土曜
日の午後３時～３時半
▽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　「ともだち」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。
■問弘前図書館（☎32・3794）

弘前図書館 ４月の
催し

 教室・講座

 その他
  

※松原小学校は５月５日からコープ松原店に巡回場所を変更（再開）します。

移動図書館
「はとぶえ号」


