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こどもの読書週間2014
「いつもいっしょ、

　 
本といっしょ。」イベント

▽とき　４月23日～５月 12日
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）閲覧室
▽内容　
○えほんのすきなこ大集合！…絵本
の紹介
○ミリオンセラー絵本の紹介…
1970 年代～ 1980 年代に出版さ
れた売上 100 万部を超える絵本の
展示・貸し出し
○『そらまめくんのベッド』で記念
撮影（撮影機器は各自で用意を）
【えほんのもりのおはなしかい

（春スペシャル）】
▽とき　４月 27 日、午前の部＝
10時半～ 11 時、午後の部＝２時
～２時半
▽ところ　こども絵本の森おはなし
コーナー
▽演目　そらまめくんのベッド（大
型絵本）、カラーパネルシアターは
るのうたなど
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問こども絵本の森（☎35・0155）

若年認知症の人と家族の
つどい
▽とき　４月27日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽対象　若年認知症の人とその家族
※医療・介護などの専門職の人は事
前にご相談ください。
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問認知症の人と家族の会青森県支部
弘前地域世話人・東谷さん（サンアッ
プルホーム内、☎ 97・2111、■ＦＦ

97・2112）

津軽三味線ミニライブ2014

　岩木山麓の自然を背景に奏でる津
軽三味線の音色を楽しんでみません
か。
▽期間　４月 29 日～ 10 月 26 日
の毎週日曜日、祝日
▽時間・場所　①午前 11時半～＝
農産物直売施設・野市里（宮地字川
添）／②午後０時半～＝岩木山神社
（百沢字寺沢）／③午後１時半～＝
嶽温泉広場（常盤野字湯の沢）／④
午後２時半～＝岩木観光物産案内所
（百沢字裾野）
※昨年と演奏時間が変更になりまし
た。なお、演奏時間は各場所約 30
分です。
▽料金　無料
■問問岩木山観光協会（☎ 83・3000、
午前９時～午後５時）

天文台観察会
☆見あげてごらん天体ショー☆
▽日程と内容　①４月29日（火・祝）、
午前 10時～午後１時＝「見つけよ
う昼間の金星」／②５月６日（火・
振休）、午後８時～ 10 時＝「アッ
流れ星。みずがめ座エータ流星群」
※いずれも悪天時は中止。
▽ところ　星と森のロマントピア天
文台（水木在家字桜井）
▽参加料　無料（事前の申し込みは
不要）
※天文台解説員が案内します。
■問問星と森のロマントピア天文台（☎
84・2233、月・木曜日は休館）

こぎんフェス2014

　津軽地方に古くから伝わる「こぎ
ん」を全国に発信するとともに、そ
の新たな姿を模索しながら一人でも
多くのこぎんファンを作ることを目
的に開催します。
▽日程と内容
○特別「こぎん」記念シンポジウム
＝４月 29 日（火・祝）、午後３時
～４時半
○こぎんフェス＝５月１日～５日、

午前 10時～午後８時（最終日は午
後６時まで）…こぎんワークショッ
プ、こぎん展示・販売会
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽入場料　無料
■問問こぎんフェス実行委員会（☎
32・6046、32・2727）

消 防 観 閲 式

　青森県中弘地区消防協会の定期観
閲式が、市役所周辺と弘前公園内で
行われます。消防団員の機械点検や
部隊行進のほか、歴史と伝統を誇る
日本一のまとい振り、はしご乗りの
演技を披露します。
▽とき　５月５日（月・祝）
▽内容　第１会場＝市役所周辺（午
前７時開始）…機械点検、放水訓練、
車両分列行進／第２会場＝弘前公園
内（午前９時開始）…人員服装点検、
まとい振り・はしご乗り演技、式典
【交通規制にご協力を】
　当日、会場周辺は一般車両の通行
が規制されますので、ご協力をお願
いします。
▽交通規制区域と時間　市役所前～
弘前文化センター（下白銀町）外堀
沿い、午前６時15分～８時半
■問問防災安全課（☎40・7117）

「地質の日」in弘前2014

　５月10日の「地質の日」にちなみ、
地質学に関する催しを開催します。
▽とき　５月 10 日（土）、①午前
の部＝ 10時～午後０時半、②午後
の部＝１時半～３時
▽ところ　弘前大学理工学部１号館
（文京町）
▽内容　①恐竜のペーパークラフト
作成／②講演「場所によって異なる
地震のゆれ」「南極の氷から見える
地球環境」「津軽半島の生い立ちと

 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

■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

断層」
▽対象　①＝小・中学生（小学校低
学年は保護者同伴）／②＝高校生以
上
▽参加料　無料
▽申し込み方法　①は氏名・電話番
号を記入し、５月８日までに、ファ
クスかＥメールで申し込みを（先着
順）。②は申し込み不要。
■問問弘前大学理工学部地球環境学科
（根本さん、☎兼■ＦＦ 39・3618、■ＥＥ
nemoto@cc.hirosaki-u.ac.jp）

世界一の桜並木道を歩いて
みませんか
　岩木青少年スポーツセンターで
は、世界一長い桜並木道でのウォー
キングを実施します。
▽とき　５月11日（日）、午前10
時・10時半スタート（受け付けは
30分前から）
▽種目　①ノルディック・ウォーク
／②ウォーキング
▽コース・参加料　約７㎞コース＝
500 円／約 18㎞コース＝ 1,000
円
※事前の申し込みが必要。
▽その他　ノルディック・ウォーク
で使用するポールは貸し出しします
（無料・先着50人）。
■問問岩木青少年スポーツセンター（☎
83・2338、■ＦＦ 83・2732）

伝統文化こどもいけばな教室

▽とき　６月～平成 27年１月の毎
月第２土曜日、午前 10時半～ 11
時 40分（全８回）
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽対象　小・中学生
▽参加料　毎回 500 円（花材費と

して）
■問問４月 30日までに、電話かファク
ス（住所・氏名・学年・電話番号・
保護者氏名を記入）で、華道家元池
坊弘前支部こどもいけばな教室（☎
兼■ＦＦ 33・3919）へ。

少年少女陸上競技教室・弘前
アスリートクラブ会員募集
【少年少女陸上競技教室】
▽とき　４月 12 日・19 日、５月
３日・17 日・31 日、６月７日・
21 日、７月 12 日・19 日、８月
30日、９月６日の午後１時半～３
時半（雨天時は中止）
※５回以上の参加者には、修了証を
授与します。
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
陸上競技場
▽内容　短・長距離走、走り幅跳び、
ハードル走など
▽対象　市内の小学生
▽参加料　無料（スポーツ安全保険
は主催者が負担します）
▽持ち物　シューズ、タオル、飲み
物
▽申し込み　毎回会場で随時受け付
け
【弘前アスリートクラブ会員募集】
▽活動日　４月～ 11 月の土曜日
（不定期）、午後１時半～
▽ところ　運動公園陸上競技場
▽内容　陸上競技の基礎全般
▽対象　市および市周辺に在住する
小学生
▽会費　無料（保険料として別途
1,500円必要）
※入会は随時受け付けます。
■問問弘前市陸上競技協会（普及部長・
三上さん、☎31・2345）

ちびっこラグビー教室

▽とき　４月 20日～平成 27年２
月 15日までの毎週日曜日、午前９
時半～正午
▽ところ　城東公園多目的広場（末
広４丁目、総合学習センター隣）ほ
か
▽対象　幼児～中学校３年生
▽参加料　月額 1,000 円（スポー

ツ安全保険料を含む）
■問問弘前ラグビースクール事務局（菊
池さん、☎37・2666、■ＨＨ http://
hirosakirugbyschool.web.fc2.
com/school.html）

弘前あすなろジュニア
ソフトテニス教室
▽とき　前期＝４月 25日～ 10月
（40回予定）、後期＝未定
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
テニスコートほか
▽対象　５歳～中学生
▽参加料　6,000 円（前期のみ）
▽持ち物　ラケット（貸し出し用あ
り）、テニスシューズ（靴底が平ら
なもの）
■問問弘前あすなろジュニアソフトテ
ニスクラブ（阿部さん、☎ 34・
4451、清野さん、☎36・6969）

スポネット弘前の教室

【キッズスポーツひろばwith】
　みんなで気軽に楽しめるレクリ
エーション・スポーツで、体力づく
り、仲間づくりをしましょう。
▽とき　毎週土曜日の午前 10時～
正午
▽ところ　第１・３土曜日＝南富田
町体育センター／第２・４土曜日＝
朝陽小学校 (在府町 )体育館
※場所は変更になる場合があります
ので、事前に確認を。
▽対象　主に小学生
【みんなのバレーボール】
　みんなで楽しくバレーボールをし
ませんか。初心者も歓迎します。
▽とき　毎週土曜日の午後７時～９
時
▽ところ　南中学校（原ケ平字山中）
体育館
▽対象　中学生以上の市民
～共通事項～
▽参加料　１回200円（当日徴収。
初回無料体験あり）
▽持ち物　動きやすい服装、汗ふき
タオル、内履き、飲み物
■問問スポネット弘前（☎ 32・6523、
日曜日を除く、午前９時～午後９時
〈水・木曜日は正午から〉）

 教室・講座
 


