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４月１日から森林に関する
新しい制度を運用します

【森林経営管理制度】
　この制度は、森林の適切な管
理を行い、土砂災害の防止や林
業の成長産業化などを図るもの
です。
　市内にスギ等の人工林を所
有している人を対象に、今後
の経営や管理についての意向
を調査します。自ら経営や管
理を行うことが難しく、市で
経営や管理が必要と判断した
ものについて、林業に適した
森林は市が仲介役となり所有
者と林業経営者をつなぎ、適
さない森林は市が管理します。
意向の調査は区域を設定し、
順次行う予定です。
【林地台帳制度】
　この制度は、森林に関する情
報などを整備・公表すること
で、森林整備の推進を図るもの
です。

　農村整備課窓口で申請を行う
ことによって、台帳情報の閲覧
および情報提供を受けることが
できます。
■問農村整備課（☎40-7103）
※制度概要や申請様式、必要な
書類など、詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。

消防本部からのお知らせ

【春の火災予防運動】
「忘れてない？　サイフにスマ
ホに　火の確認」
　４月８日（月）から14日（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、「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
を防ぐために、防炎品を使用す
る／火災を小さいうちに消すた
めに、住宅用消火器等を設置す
る／お年寄りや身体の不自由な
人を守るために、隣近所の協力
体制をつくる
【山火事に注意を！】
「忘れない　豊かな森と　火の
怖さ」
　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、火の取り
扱いに十分注意してください。
■問消防本部予防課（本町、☎
32-5104）／最寄りの消防署、
分署

市の施設等を開園します

【弘前城（下白銀町）】
▼期間　４月１日（月）～ 11
月 23日（土・祝）の午前９時
～午後５時
※４月 23日（火）～５月５日
（日）は午前７時～午後９時。
▼無料開放日　５月26日（日）
【弘前城植物園（下白銀町）】
▼期間　４月 10 日（水）～
11 月 23 日（土・祝）の午前
９時～午後５時
※４月 23日（火）～５月５日
（日）は午前９時～午後６時。
▼無料開放日　５月26日（日）
【藤田記念庭園（上白銀町）】
▼期間　４月 10 日（水）～
11 月 23 日（土・祝）の午前
９時～午後５時（洋館・高台部
は通年開園）
※４月 23日（火）～５月５日
（日）は午前９時～午後９時。
▼無料開放日　６月30日（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
【弘前城情報館（下白銀町）】
▼とき　通年開館、午前９時～
午後５時
※４月 20日（土）～５月６日
（月）は午前９時～午後９時。
▼入場料　無料
【弥生いこいの広場（百沢字東
岩木山）】
▼期間　４月 17 日（水）～
11 月 10 日（日）の午前９時
～午後４時30分
▼入場料　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
【城北公園交通広場（田町３丁
目）】

▼とき　４月１日（月）～ 10
月 31 日（木）の午前 10時～
午後４時
▼休園日　毎週火曜日（小・中
学校の長期休業期間を除く）
※ミニ列車・ゴーカート（１回

100円）は、土・日曜日、祝日、
小・中学校の長期休業期間に運
行します。
■問弘前城・弘前城植物園（☎
33-8733）／藤田記念庭園（☎
37-5525）／弘前城情報館（☎
26-5965）／ 弥生いこいの広
場（☎ 96-2117）／城北公園
交通広場（☎33-6755）
※積雪状況などにより開園期間
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
会員募集

　働く意欲のある 60歳以上の
市民を対象に、新入会員説明会
を開催します。
▼とき　①４月２日（火）の午
前10時～、②４月16日（火）
の午後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
森銀行またはみちのく銀行のも
ので、本人名義）
※事前の申し込みが必要。入会
希望者は手続き時に面談を行い
ます。
■問弘前市シルバー人材センター
（☎36-8828）

●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

有 料 広 告 有 料 広 告

　中央公民館が開設する小・中学生のための子ど
もクラブでは、平成 31年度の新会員を募集しま
す。
▼内容　下表参照
▼申し込み方法　４月22日（月・必着）までに、
はがきかファクスまたはＥメール（住所、氏名〈ふ
りがな〉、性別、電話番号、学校名、学年、保護

者氏名、希望するクラブ名〈複数可〉を記入）
で、中央公民館「子どもクラブ」係（〒 036-
8356、下白銀町 19 の４、■Ｆ 33-4490、■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp）へ。
※日程が重ならない複数のクラブに申し込めます
（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）

小鼓クラブ 毎月第３土曜日の午後１時 30分～３時／５月 18日
弘前文化センター／小鼓の打
ち方、演奏、日常の作法など

小・中学生＝ 15人
／無料

自然観察ク
ラブ

毎月第１土曜日の午前９時 30
分～ 11時 30分／６月１日

弘前公園ほか／野鳥や昆虫、
植物の観察など

小・中学生＝ 30人
／ 1,000 円

ラジオ劇団 主に第２土曜日の午後２時～４時／６月１日
弘前文化センターほか／ラジ
オドラマの制作（アップル
ウェーブでの放送）など

小 学 校 ４ 年 生 ～
中学生＝ 15 人／
1,000 円

天文クラブ
６～ 10 月の午後７時～９時、
11月～２月の午後５時～７時
／６月８日
※毎月第２土曜日に実施。

星と森のロマントピア天文台
（６月～ 10月）、弘前文化セ
ンター（11月～２月）、／天
文観測など

小 学 校 ４ 年 生 ～
中学生＝ 20 人／
1,000 円

ふるさとク
ラブ

主に第４土曜日の午前10時～
正午／６月 22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！

　投票日当日、仕事や用事などで投票できない
人は、３月30日（土）～４月６日（土）に実施
している期日前投票を利用しましょう。詳しく
は、広報ひろさき３月15日号でご確認ください。
■問選挙管理委員会事務局（☎35-1129）

青森県議会議員一般選挙4/7
（日）


