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◆平成29年度弘前リードマン・活動内容
氏名 活動内容

一條敦子さん（ふれ～ふれ～ファ
ミリー代表、メンタルケアアド
バイザー・食生活アドバイザー）

①講演・ワークショップ＝“まちも人も、自分も好きになろう”をテーマとした
「生活の中に楽しさを見つけ出そう」…所要時間約1時間半／②ワークショップ・
まち歩きなど＝“まちづくりの魅力”をテーマとした「まちの楽しさを創り出そ
う」…所要時間約2時間

南直之進さん（巨大アップルパ
イギネスに挑戦する会事務局長）

講演＝“社会貢献活動”をテーマとした「巨大アップルパイ」…所要時間約１時
間

片山良子さん（エッセイスト） 講演＝“津軽－ミル・シル・カタル”をテーマとした「津軽楽しや　楽しや津軽」
…所要時間約1時間半

清野優美子さん（弘前地区生活
改善グループ連絡協議会会長）

講演・調理実習=“食育”をテーマとした「おふくろの味と袋の味」…所要時
間約１時間半

樋川新一さん（弘前アクターズ
スクール代表）

講演=“夢（思い）と行動”をテーマとした「置かれた場所で、夢を形にする
方法～アイドルの経験が、面接・就活の役に立つ～」…所要時間約1時間半

八木橋喜代治さん（弘前市老人
クラブ副会長、ひろさき健幸増
進リーダー）

講演=“運動から始まる地域づくり”をテーマとした「高齢者と運動～人と人
がつながり活動の輪を広げよう～」…所要時間約1時間半

相馬勝さん（槌子町会総務委員
長、弘前市防災マイスター）

講演=“防災から始まる地域づくり”をテーマとした「町会活性化と自主防災
組織の必要性～自分達の地域は自分達で守ろう～」…所要時間約1時間半

※活動内容は、希望により、内容、時間等を調整します。

　次の弘前を担い、創る、地域活動の実践者を「弘前リードマン」に認定し、“理念・心・想い”を伝えることで、市
民主体の地域づくりの推進を図ることを目的に、弘前リードマンである７人を講演などの開催のため派遣します。

平成29年度 弘前リードマン派遣事業地域活動推進に
お役立てください

◆どんな人が利用できるの？…①市内に在住・在勤・
在学する人であること／②派遣先が原則市内で、会場
などの準備が整っていること／③参集人員が10人以
上であること／④営利、政治、宗教活動を目的としない
こと
※職場や学校・大学のサークルなどでも構いません。
◆利用日と時間は？…利用日はリードマンの派遣予定
日から選び、時間は利用者が設定して申し込みくださ
い。
※派遣予定日＝５月～平成30年３月
◆必ず派遣できるの？…予算の都合上、回数に制限が
ありますので、派遣できないことがあります。また、
複数の申込者による合同開催や日時の調整などをお願
いする場合があります。
◆利用料は？…基本的には発生しませんが、派遣先が
弘前市外の場合は、利用者が講師の派遣に係る交通費
を負担してください。

◆会場は？…会場の手配や準備、後片付け、会場費の
負担、派遣事業の進行などは、利用者にお願いします。
◆申し込み方法は？…「弘前リードマン派遣事業申込
書」に必要事項を記入し、開催日の 45日前までに、
市民協働政策課に直接持参するか、郵送、ファクスま
たはＥメールで申し込みください。
※申込書は市民協働政策課や岩木・相馬総合支所など
に備え付けているほか、市ホームページからダウン
ロードできます。
◆その他…利用した感想を「弘前リードマン派遣事業
利用報告書」で提出してもらいます。
■問い合わせ・申込先　市民協働政策課（〒036・
8551、上白銀町１の１、市役所２階、☎ 40・7108、ファ
クス 35・7956、Ｅメール shiminkyoudou@city.
hirosaki.lg.jp、ホ ームペ ージ http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/jouhou/seido/leadman.
html）

　市政や市民生活に対する市民の意識・意向を把握し、
施策の企画・改善に活用するため、今年も「地域経営
アンケート」を実施します。アンケート調査の結果は、
今後の市政運営にとって重要な基礎資料として活用し
ますので、ご協力をお願いします。
▽期間　４月20日～５月 22日

▽対象　16歳以上の市民＝約2,600人
※住民基本台帳から無作為に抽出します。
▽調査方法　調査員が対象世帯を訪問し、アンケート
用紙を配布・回収する方法で実施します。
■問い合わせ先　ひろさき未来戦略研究センター情報
分析・行革・連携担当（☎40・7016）

平成29年度地域経営アンケート調査員が対象世帯
を訪問します

 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

郷土文学館スポット企画展

「生誕130年葛西善蔵－石坂洋次
郎が魅せられた作家」
▽開催期間　４月 20 日～６月 30
日の午前９時～午後５時
※入館は午後４時半まで。
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・中
学生や外国人留学生、市内外の障が
い者、ひろさき多子家族応援パス
ポートを持参の人は無料。年齢や住
所を確認できるものの提示を。
■問郷土文学館（☎ 37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

りんご草木染展・
りんごビーズ展
　りんごを使って染め上げた作品や
りんごをモチーフとしたアクセサ
リーなどの作品を展示します。
▽とき　４月 21日～５月 21日の
午前９時～午後５時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）りんごの家
■問りんご公園（☎36・7439）

弘前学院外人宣教師館
（国重文）・礼拝堂の特別公開
【ゴールデンウィーク期間中の一般
公開は初！】
　1906年にアメリカ人宣教師の住
居として建設され、現在は国指定重
要文化財に指定されている外人宣教
師館を公開します。期間中は学生に
よる意匠や資料についての解説があ
ります。あわせて礼拝堂も公開し、
100 年以上前に制作されたステン
ドグラスやパイプオルガンも見るこ
とができます。
▽とき　４月 29日～５月２日の午

前９時半～午後４時
▽ところ　弘前学院大学（稔町）
【ハンドベルクワイア

ミニコンサート】
▽とき　４月 30 日（日）、①午前
11時～、②午後２時～
▽ところ　礼拝堂ほか
▽見学料　無料
■問弘前学院大学文学部（生島〈おじ
ま〉さん、☎34・5211）

友好都市「群馬県太田市」の
子どもたちと友達になろう！
　太田市との青少年交流事業の参加
者を募集します。
【①太田市からの受け入れ交流】
▽とき　８月２日～４日
▽ところ　弘前市内
▽内容　宿泊は伴いませんが、おお
むね３日間子どもたち同士の交流や
体験活動などに参加します。
※６月下旬から、事前説明会を含む
事前学習会を５回程度行い、参加者
同士でおもてなしの内容について考
えます。
【②太田市への訪問交流】
▽とき　８月14日～ 16日
▽ところ　太田市とその周辺
▽内容　尾島ねぷたまつりへの参加
や施設見学を予定
【③弘前市子ども会リーダー養成事
業】
▽とき　９月９日、10 月 14 日、
11 月 18 日、12 月 16 日、 平 成
30 年１月 27 日、２月 10 日の午
後２時～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）大会議室
▽内容　ゲーム、弘前公園歴史探訪、
カルタ大会など
▽対象　①～③のすべての催しに参
加できる市内の小学校４年生～６年
生＝ 15人、中学生＝５人、高校生
＝５人
▽参加料　5,000円
▽申し込み方法　はがき、ファク
スまたは Eメール（郵便番号・住
所・氏名〈ふりがな〉・電話番号・
性別・学校名・学年・保護者名を
記入）で、５月 10 日までに中央
公民館（〒 036・8356、下白銀

町 19 の４、弘前文化センター内、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp）へ。
▽その他　応募者多数の場合は、抽
選で決定します。また、参加者決定
および参加者説明会の案内は５月下
旬を予定しています。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

りんごの一年物語
第１回花摘み体験
　りんごの花が咲き、収穫するまで
お付き合いください。第１回は、美し
い花を見ながらの花摘み体験です。
▽とき　５月７日（日）、集合＝午
前９時（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山ろ
く（鼻和）
※開花状況により、場所を変更する
場合があります。
▽参加料　無料
▽持ち物　雨具、軍手
■問５月６日までに、フルーツ合衆
国（岩木山観光協会内、福澤さん、
☎兼■Ｆ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。
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ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］
★観察会　春の北斗七星とM35
を見よう
▽とき　４月 22 日（土）、午後
７時半～９時
★観察会　木星とみずがめ座η
流星群を見よう
▽とき　５月６日（土）、午後８
時～９時半
～共通事項～
▽ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）天文台
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時半）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休館）
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