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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 22日～５月７日は午前７時
～午後９時。
▽無料開放日　５月28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 22日～５月７日は午前９時
～午後６時。
▽無料開放日　５月28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 22日～５月７日は午前９時
～午後９時（大正浪漫喫茶は午後６
時まで）／４月20日・21日は休園。
▽無料開放日　６月25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 14 日～ 11 月 12 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
■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）
※積雪状況等により開園期間が変更
になる場合があります。

春季河川清掃美化運動

　市内主要河川で清掃美化運動を実
施します。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16日（日）
※荒天の場合は中止。
▽ところ　団体清掃区域…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／自由清掃区域…岩木
川悪戸河川敷運動広場・岩木川茜の
夕陽水辺の楽校
■問環境管理課環境保全係（町田字筒
井、☎36・0677）

消防本部からのお知らせ

【春の火災予防運動】
「消しましょう その火その時 その
場所で」
  ４月 10 日から 16日まで、県下
一斉に春の火災予防運動が行われま
す。
　これからは空気が乾燥し、火災が
発生しやすい季節になります。火災
はちょっとした油断から、皆さんの
大切な命や貴重な財産を奪います。
　万が一に備え、住宅用火災警報器
を設置しましょう。また、家族みん
なで避難方法等をもう一度確認し、
「住宅防火  いのちを守る７つのポ
イント（３つの習慣・４つの対策）」
を実行し、自分の家は自分で守るよ
う心掛けましょう。

○３つの習慣
寝たばこは、絶対にやめる／ストー
ブは、燃えやすいものから離れた位
置で使用する／ガスこんろなどのそ
ばを離れるときは、必ず火を消す
○４つの対策
逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災
警報器を設置する／寝具、衣類およ
びカーテンからの火災を防ぐため、
防炎品を使用する／火災を小さいう
ちに消すため、住宅用消火器等を設
置する／お年寄りや身体の不自由な
人を守るため、隣近所の協力体制を
つくる
【山火事に注意を！】
「火の用心 森から聞こえる ありが
とう」
　山間部の雪解けが一層進み、空気
が乾燥するこの時期は、１年のうち
で最も山火事が発生しやすい季節で
す。貴重な森林を山火事から守るた
め、入山などの際には、火の取り扱
いに十分注意して下さい。
■問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）／最寄りの消防署、分署

高齢者はり・きゅう・　
マッサージ受療券の交付
　65歳以上の希望者に、はり・き
ゅう・マッサージの受療券を交付し、
施術料を助成しています。なお、助
成対象は医療保険適用外の施術に限
ります。
▽申請期間　４月３日～平成 30年
３月 31日（年度内に１人１回のみ
受け付け）
▽受付時間　午前８時半～午後５時
（即日交付）
▽交付枚数　下記の申請時期によ
り、交付枚数が異なります。
４月～８月申請＝５枚、９月～ 12
月申請＝４枚、平成 30年１月～２

月申請＝３枚、３月申請＝２枚
▽助成金額　１枚につき500円
▽申請・交付場所　介護福祉課（市
役所２階）／岩木総合支所民生課（賀
田１丁目）／相馬総合支所民生課（五
所字野沢）
▽申請・交付に必要なもの　住所・
年齢が分かるもの（保険証や免許証
など）、印鑑
※受診券は、市指定の施術所で使用
できます。
■問介護福祉課（☎40・7072）

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！
▽とき　５月 11 日・12 日（２日
間）、午前10時～午後４時
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽定員　180人（先着順）
▽受講料　無料
※講習で使用するテキストは事前に
書店などで購入し、当日持参してく
ださい。
▽申し込み　４月17日～28日に、
消防本部予防課（本町）か最寄りの
消防署・分署へ。
■問消防本部予防課（☎ 32・5104、
■Ｈ http://www.hirosakifd.jp/）

松くい虫被害およびナラ枯れ
被害の予防
　松くい虫被害およびナラ枯れ被害
は、それぞれ特定の昆虫によって運
ばれる線虫や菌により、マツおよび
ナラ類（ミズナラやカシワなど）が
枯れる伝染病です。
　これらの被害が県内で拡大する
と、本県の自然景観や観光資源など
に大きな影響を与えますので、以下
の３点について皆さんのご協力をお

　中央公民館が開設する小・中学生（一部高校生も可）
のための子どもクラブでは、平成29年度の新会員を
募集します。
▽内容　下表参照
▽申し込み方法　はがき、ファクスまたはＥメール（住
所・氏名〈ふりがな〉・性別・電話番号・保護者名・学

校名・学年・希望するクラブ名〈複数可〉を記入）で、
４月24日（必着）までに、中央公民館「子どもクラブ」
係（〒036・8356、下白銀町19の４、ファクス33・
4490、Ｅメールchuuoukou@city.hirosaki.lg.jp）へ。
※日程が重ならない複数のクラブに申し込むことがで
きます（優先順位の記入を）。また、応募多数の場合
は抽選で決定し、決定通知を５月上旬に発送する予定
です（複数のクラブに選ばれた人は調整することがあ
ります）。
■問中央公民館（☎33・6561、火曜日は休み）

クラブ名 主な活動日程／開始日 会場／内容 対象／参加料（年会費）

自然観察クラブ 毎月第１土曜日の午前９時半～11時半／６月３日 弘前公園ほか／野鳥や昆虫、植物の観察など 小・中学生＝ 20人／ 1,000 円

小鼓クラブ 毎月第３土曜日の午後１時半～３時／５月20日 弘前文化センター／小鼓の打ち方、演
奏、発表など 小・中学生＝ 15人／無料

ラジオ劇団 毎月第１土曜日の午後２時～４時／６月17日
まちなか情報センターほか／ラジオド
ラマの制作とＦＭアップルウェーブへ
の出演

小学校４年生～高校生＝ 15人／
1,000 円

天文クラブ
６～11月・３月の午後７時～９時、12月・２月
の午後５時～７時／６月24日
※各月とも土曜日に実施（初回活動日に年間予定
を配布）。

星と森のロマントピア天文台ほか／天
体観測など

小・中学生＝ 40人／ 1,000 円
※小学校１・２年生は保護者同伴。

ふるさとクラブ 毎月第４土曜日の午前10時～正午／６月24日 弘前文化センターほか／昔の遊び、工作
など 小学生＝ 30人／ 1,300 円

子どもクラブ会員募集
いろんな学校の友だちを作って楽しもう！

■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎35・1130）

平成29年１月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 １人１日当たり
のごみ排出量
（平成 28 年４月～ 29
年１月の累計から換算）

28年度

差

4,342t

1,004g
1,057g
-53g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

153t 減 !!
（昨年同月比） 

　今年度のごみの収集日程表はも
らったかな？まだもらっていない
人は、市ホームページからダウン
ロードするか、市役所、ヒロロス
クエア、総合学習センター、各総
合支所・出張所で配付しているか
ら、もらいに来てね！

たか丸くんの　ごみ減量速報

27年度

願いします。
①線虫や菌を運ぶ昆虫は、マツやナ
ラ類伐採時の臭いに集まるため、活
動期である６月～９月は、伐採を控
えましょう／②マツ丸太や苗木など
を他県から持ち込むと、被害木や昆
虫が侵入する可能性がありますので、
県内産のものを利用しましょう／③
被害を防ぐためには、早期発見・早期
駆除が重要です。自宅の庭木や街路
樹、山林などで枯れている、または葉
が黄色に変色し枯れそうなマツやナ
ラ類を見つけたら、ご連絡ください。
■問農村整備課（☎ 40・7103）／
中南地域県民局林業振興課（☎
33・3857）

岩木保健福祉センターの
業務体制（窓口受付）が
変わります
　施設はこれまでどおり利用できま
すが、４月から、施設利用の申込受
付や日常の施設管理は、当センター
内で弘前市社会福祉協議会岩木支部
が行います。また、母子健康手帳の
交付は岩木総合支所民生課で行いま
すので、ご注意ください。
■問健康づくり推進課（野田２丁目、
弘前市保健センター内、☎ 37・
3750） ／ 岩 木 総 合 支 所（82・
3111）

弘前市西部地域包括支援
センターが移転します
　４月１日から移転して業務を行い
ますので、利用の際はご注意くださ
い。
▽移転先　賀田２丁目４の２（通所
介護事業パインハウス岩木２階、☎
82・1516、■Ｆ 82・3228）
■問介護福祉課（☎40・7072）


