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【弘前城・弘前城植物園・藤田
記念庭園】

施設 開園期間 無料開放日

弘
前
城

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。

５月28日
（日）

弘
前
城
植
物
園

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。

５月28日
（日）

藤
田
記
念
庭
園

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９時／洋館・高台
部は通年開園。

６月25日
（日）

～共通事項～
▼入園料　大人＝320円（250
円）、子ども＝100円（80円）
※（ ）内は10人以上の団体料金。
▼通年券　大人＝ 1,040 円、
子ども＝310円
※発行日から１年間は何度でも
入園可。
▼３施設共通通年券　大人＝
2,090円、子ども＝620円
※いずれも期間中は無休。
【弘前城情報館（弘前公園内）】
▼開館期間　通年の午前９時～

市の施設等の開園情報
午後５時
※４月 23日～５月５日は午前
９時～午後９時／期間中は無
休。
▼入館料　無料
【弥生いこいの
広場（百沢字
東岩木山）】
▼開園期間　
４月 14 日 ㈮
～ 11 月５日㈰の午前９時～
午後４時30分
▼入場料　動物広場…一般＝
440円、中学生・高校生＝270
円、幼児・小学生＝220円／オ
ートキャンプ場…日帰り＝
1,570円、宿泊＝3,140円
■■問問弘前城・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）
※積雪状況により開園日を変更
する場合があります。

　地方公共団体
情報システム機
構が実施するシ
ステム更改作業
により、市町村
窓口における電子証明書関連の
全ての業務に制約が生じるた
め、次の期間、マイナンバーカ
ード関連業務を休業します。

マイナンバーカード
関連業務の休業

▼休業期間　４月 29 日㈯㈷
～５月７日㈰
▼休業窓口（マイナンバーカー
ド交付・更新等の窓口業務を休
業）　市民課、マイナンバーカ
ード普及促進対策室、ヒロロ３
階総合行政窓口、岩木・相馬総
合支所民生課
※期間中は電子証明書の発行等
の実施ができないため、マイナ
ンバーカード交付を含めカード
関連事務を休業とします／住所
異動等に伴うマイナンバーカー
ドの券面等更新も実施できませ
ん／マイナポイントサポートに
ついても、電子証明書の発行、
暗証番号忘れによる初期化等に
は対応できません。
■■問問マイナンバーカード普及促進
対策室（☎40-0506）

　技能講習の
修了者は、最
大荷重１トン
以上のフォー
クリフトの運転業務を行うこと
ができます。
▼とき　普通自動車運転免許以
上保有者（31時間コース）＝
５月 22 日㈪～ 25 日㈭、大
型特殊自動車運転免許保有者
（カタピラ限定除く／ 11 時間
コース）＝５月 22 日㈪・23
日㈫
▼ところ　学科＝サンライフ弘

フォークリフト運転技能講習
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316

弘こ

図書館休館日４月

※変更となる場合があります。
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令和５年度の巡回日程 曜日 駐車時間 ステーション 今年度の初日

火 午後 ０:40～１:15 高杉小学校 4月11日１:45～２:15 三省地区交流センター

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 12日

午後
０:50～１:15 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 14日午後 １:40～２:20 安原（マックスバリュ安原店）
２:45～３:15 文京小学校

土

午前 10:00～ 10:40 城東団地（青森銀行弘前東支店）

4月 １日午後
１:30～１:50 青山（ユニバース堅田店）
２:20～２:40 致遠児童センター
３:10～３:30 石渡（サンデー弘前石渡店）

曜日 駐車時間 ステーション 今年度の初日

火 午前 10:00～10:40 裾野小学校 4月４日午後 １:10～１:40 新和小学校

水
午前 10:00～10:50 松原（コープ松原店）

4月５日午後 ０:50～１:20 城東小学校
３:10～３:30 相馬小学校

金 午後 ０:50～１:30 船沢小学校 4月７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８日午後

１:30～１:50 県営宮園団地
２:20～２:40 岩木児童センター

３:10～３:30 樋の口（イオンタウン
弘前樋の口店）

はとぶえ号は、市内24カ所を巡回し、本の貸出などを行う移動図書館
車です。各ステーションを２週間に１回巡回します（休止する場合あり）。
■問弘前図書館（☎32-3794）

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

前（豊田１丁目）、実技＝弘果
弘前中央青果（末広１丁目）
▼定員　各40人
▼申込期限　５月15日㈪
　詳細は、協会ホー
ムページ（QRコー
ド）をご覧ください。
■■問問弘前地区労働基準協会（☎
26-0663）

　雇用保険を受
給できない求職
者を対象とした
職業訓練の受講
者を募集してい
ます。一定の要件を満たした受
講者には、職業訓練受講給付金
が支給されます。
【パソコン入門科】
▼とき　６月６日㈫～９月５
日㈫
▼ところ　JMTC弘前教室（御
幸町）
▼受講料　無料（テキスト代な
どは自己負担）

求職者支援訓練の受講者募集

▼申込期限　５月11日㈭
▼申し込み方法　事前に弘前公
共職業安定所（南富田町）で受
講手続きを済ませ、申込期限ま
でに訓練施設へ受講申込書の提
出を。
■■問問 弘前公共職業安定所（☎
38-8609、音声案内42＃）

【自衛官候補生】
▼受験資格　18歳以
上 33歳未満の人
▼試験日　Web…５
月 25 日 ㈭～ 27 日
㈯／口述・身体検査
…６月３日㈯・４日
㈰
▼受付期間　第１回…５月９日
㈫まで
※受け付けは年間を通じて行っ
ています。
　受験資格などの詳細は、お問
い合わせください
■■問問自衛隊弘前地域事務所（☎
27-3871）

自衛官募集

はとぶえ号は、市内24カ所を巡回し、本の貸出などを行う移動図書館
車です。各ステーションを２週間に１回巡回します（休止する場合あり）。
■■■問■問

移動図書館車移動図書館車  はとぶえ号はとぶえ号


