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弘前市子どもリーダー養成
事業の参加者募集！

　仲間と協力し、さまざまな活
動に取り組むことによって、未
来の社会で活躍できるリーダー
シップを身に付けませんか。
▼とき　６月 20日～令和３年
２月 13 日（毎月１回程度で、
時間は午後１時～３時）
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）ほか
※８月 14日～ 16日の３日間
は、群馬県太田市で訪問交流活
動を行います。
▼内容　仲間づくりゲーム、ス
キルアップ学習、宿泊体験など
▼対象　市内学校に在籍するか
市内に住所を有する児童・生徒
（小学校４年生～６年生＝ 15
人、中学生＝５人、高校生＝５
人）
※応募多数の場合は、抽選とな
ります。

▼参加料　5,000 円（年額）
■■問問４月 30日までに、はがきか
ファクスまたはＥメール (郵便
番号、住所、氏名〈ふりがな〉、
性別、電話番号、新年度の学校
名、学年、保護者氏名を記入 )
で、 中 央 公 民 館 ( 〒 036-
8356、下白銀町 19 の 4、☎
33-6561、■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み )へ。
※５月中旬頃に参加決定通知を
送付します。

高齢者はり・きゅう・マッ
サージ受療券の交付

　65 歳以上の希望する人に、
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
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（即日交付）　４月
１日～令和３年３月 31日、受
け付けは平日の午前８時 30分

ひろさき多子家族応援パス
ポートを利用しませんか

　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 14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　こども家庭課（市
役所１階）
▼申請に必要なもの　親子全員
分の健康保険証など扶養関係を
証明する書類、印鑑
※昨年度のパスポートを持って
いる世帯で今年度も要件に当て
はまる場合には、４月上旬に新
しいパスポートを郵送します。
■■問問こども家庭課家庭給付係（☎
40-7039）

市の施設等の開園情報

【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 23日～５月５日は午前
７時～午後９時。
▼無料開放日　５月31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 23日～５月５日は午前
９時～午後６時。
▼無料開放日　５月31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（洋
館、匠館、高台部は通年開園）
※４月 23日～５月５日は午前
９時～午後９時。
▼無料開放日　６月28日

～共通事項～
▼入園料　大人＝ 320（250）
円、子ども＝100（80）円
▼３施設共通券　大人＝ 520
（470）円、子ども＝160（130）
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。

【弘前城情報館（弘前公園内）】
▼期間　通年開館、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。
▼入館料　無料

【弥生いこいの広場（百沢字東
岩木山）】
▼期間　４月 10日～ 11月８
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・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／
ピクニック広場・ハイランドハ
ウス…無料
■■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）

野生鳥獣による農作物被害防
止に向けた農作物の収穫残さ
の除去等の推進について

　近年、県内のニホンジカやイ
ノシシの目撃情報は増加傾向に
あり、県南では、ニホンジカの
大規模群が確認されるなど、今
後、生息域拡大に伴う被害拡大
が懸念されています。
　当市のような積雪寒冷地で
は、冬場にえさとなる農作物を
ほ場に残さないことが生息域拡

～午後５時
※年度内１人１回のみ受け付
け。
▼申請・交付場所　介護福祉課
（市役所１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）
▼対象年齢　満65歳以上の人
▼交 付 枚 数　
４月～８月に
申 請 ＝ ５ 枚、
９ 月 ～ 12 月
に申請＝４枚、
令和３年１月～２月に申請＝３
枚、３月に申請=２枚
※申請時期により交付枚数が異
なります。
▼助成金額　１枚につき 500
円
▼申請に必要なもの　住所・年
齢が分かるもの（保険証や免許
証など）、印鑑
※受療券は、市指定の施術所で
使用できます。
■■問問介護福祉課（☎40-7114）

大の抑制につながることから、
農作物の収穫残さの除去やほ場
へのすき込みなどにより「えさ
場」をつくらないようにしてく
ださい。
■■問問農政課（☎40-0504）

労働相談会

▼とき　４月７日（火）、午後
１時 30 分～３時 30 分／ 19
日（日）、午前 10 時 30 分～
午後０時30分
▼ところ　青森県労働委員会
（青森市新町２丁目）
▼内容　労働者と事業主間で生
じた労働条件に関するトラブル
などの無料相談
▼対象　県内の労働者、事業主
※随時受け付け、事前予約優先。
■■問問青森県労働委員会事務局（☎
017-734-9832）／労働相談
ダ イ ヤ ル（ ☎ 0120-610-
782）
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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

●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

相

弘こ　中央公民館が開設する子どもクラブでは、市
内に在住または通学している小・中学生を対象
に、令和２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（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。
※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。
■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 23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＝５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６日

弘前公園ほか／野鳥や昆虫、植
物の観察など

小・中学生＝ 25 人
／ 1,000 円

天文クラブ
毎月第４土曜日、６～ 10月は午後７
時～９時、11月～２月は午後５時～
７時／６月 27日

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３年生～中学
生＝ 30 人／ 1,000
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！

図書館休館日４月


