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要）
【弘前城の特別体験楽校】
▽とき　７月27日（日）　
　　　　午前10時～正午
▽内容　弘前城の見学、津軽塗体験
▽対象　小学生＝10人（先着順）
▽集合・解散　弘前公園緑の相談所
▽体験料　1,000円（当日徴収）
▽申し込み方法　７月１日から電話
にて受け付けます。
～共通事項～
▽ところ　弘前公園内武徳殿休憩所
■問問市みどりの協会（☎33・8733）

弘前市民会館開館50周年記念
～ＮＨＫ交響楽団演奏会～
▽とき　10 月４日（土）、午後６
時開演（開場午後５時）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽曲目　①モーツァルト：ピアノ協
奏曲第 21 番ハ長調Ｋ．467 ／②
ブルックナー：交響曲第４番変ホ長
調「ロマンチック」
▽演奏者　指揮者…マルティン・
ジークハルト／ピアノ…ユリアン
ナ・アヴデーエワ
▽料金（全席指定）　SS席＝ 9,000
円、Ｓ席＝7,000円、Ａ席＝5,000
円
▽チケット販売　７月１日から、紀
伊國屋書店、さくら野百貨店弘前
店、市立観光館、弘前市社会教育協
議会、ポみっと！チケット（http://
pomit.jp/）にて販売。枚数に限り
があるのでお早めに。
▽その他　小学生未満のお子さんは
入場できません。
※満１歳から就学前の子どもを対象
に無料の託児所を設置します。ご利
用の場合は、９月 19日までに弘前
市民会館へ申し込みを（定員10人、
先着順）。
■問問弘前市民会館（☎32・3374）

市立博物館の館長講話

【第２回館長の楽しい歴史講座】
▽とき　７月13日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館ホール（下白

▽内容　田んぼのいきものさがし／
無農薬、無化学肥料で栽培した野菜
の収穫体験／収穫した野菜のグリル
（昼食）など
※雨天時は一部変更あり。
▽対象　市民（小学生は保護者同伴）
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　1,000 円（体験料の一
部として、当日徴収）
※収穫した野菜の持ち帰りあり。
▽持ち物　おにぎり、飲み物
■問問弘前市グリーン・ツーリズム推進
協議会事務局（農業政策課内、☎
40・7102）へ。

追手門広場フリースタイル
マーケット2014
　追手門広場フリースタイルマー
ケットを開催します。日用品や雑貨、
衣類など、出店者の皆さんが持ち
寄った商品が販売されますので、ぜ
ひおいでください。
▽とき　７月20日（日）　
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　追手門広場（下白銀町）
▽入場料　無料
■問問市立観光館（☎37・5501）

第２回岩木山の森山に
草花を植える会
▽とき　７月27日（日）　
　　　　午前９時～11時半ころ
▽集合　岩木山観光協会駐車場
※徒歩で森山に行きます。　
▽対象　草花が好きで、山歩きがで
きる人（子ども連れでの参加も可）
▽参加料　無料
※植える草花が無い人は、申し込み
時に相談を。参加して見てるだけで
も可。
▽持ち物　軍手、山を歩ける靴、植
える草花
■問問７月 22日までに、岩木山観光協
会（☎83・3000）へ。

弘前公園武徳殿夏のイベント

【津軽塗展示会】
▽とき　７月 26 日・27 日、午前
９時～午後４時
▽内容　津軽塗小物などの展示即売
会
▽観覧料　無料（弘前城入園料は必

のクイズに挑戦してください。15
問全問正解者には、おめでとうカー
ドと景品をプレゼントします。
※景品は先着50人まで。
▽対象　小学生以下
▽参加料　無料
■問問こども絵本の森（☎ 35・0155、
毎月第３木曜日は休館日）

相馬で夏の紙漉き体験

▽とき　７月 19 日・20 日、①午
前 10時～、②午前 11時～、③午
後１時～、④午後２時～
▽ところ　交流センター紙漉きの里
（紙漉沢字山越）
▽内容　オリジナル色和紙の作製
▽対象　市民＝各回15人
▽参加料　200円
■問問７月１日（火）から、中央公民館
相馬館（☎84・2316）へ。

女声コーラス弘前うらら会
創立60周年記念演奏会
▽とき　７月 20 日（日）、午後２
時開演（午後１時半開場）
▽ところ　弘前文化センターホール
（下白銀町）
▽入場料　500 円（高校生以下は
無料）
▽チケット販売所　中三弘前店、平
山萬年堂
■問問弘前うらら会（松木さん、☎
87・3599）

こどもの森７月の行事

◎月例登山「盛夏の山　ライオン岩
ルート」　
▽とき　７月 20 日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、替えの下
着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
◎カエル展　７月６日まで
▽入場料　無料
◎カブトムシ・クワガタ展　
▽とき　７月27日～８月 17日
▽入場料　無料
～共通事項～
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）
■問問こどもの森ビジターセンター（☎

88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

☆星まつり inそうま 2014
ロマントピア“舞”コンテスト
▽とき　７月20日（日）、午前11
時～午後５時（雨天決行。大雨・強
風の場合は中止）
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）
▽内容　個性あるよさこいチームに
よる「ロマントピア“舞”コンテス
ト」（花嵐桜組特別出演）、ストリー
トダンス、津軽三味線、出店など
※コンテストの参加料・入場料は無
料（観客の皆さんが審査員となりま
す）。
■問問岩木山商工会（☎82・3325）

親子で自然観察会 in弥生いこ
いの広場隣接地（リゾート跡地）
▽とき　７月21日（月）
　　　　午前10時～正午
▽集合　弥生いこいの広場（百沢字
東岩木山）ハイランドハウス前
▽内容  これまでの弥生いこいの広
場隣接地の経緯を振り返った後、隣
接地の散策を行います。
▽対象　小学校４年生～６年生の子
とその保護者（子ども１人につき、
保護者１人の同伴が必要）
▽定員  20 組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、雨具（雨天時）、
汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）、
長靴、帽子、タオル、手袋
■問問電話、ファクスまたはＥメール（住
所・氏名・年齢〈学年〉・電話番号
を記入）で、行政経営課広域・大学
連携担当（☎ 40・7021、■ＦＦ 35・
7956、 ■ＥＥ gyoseikeiei@city.
hirosaki.lg.jp）へ。

ひろさきグリーン・ツーリ
ズム体験モニター第１弾
▽とき　７月25日（金）
　　　　午前10時～午後１時半
※当日は午前 10時までに農産物直
売所「野市里（のいちご）」（宮地字
川添）駐車場に自家用車で集合（各
体験場所へは各自自家用車で移動し
ます）。

ヒロロスクエアコミュニケー
ションゾーンの催し
【ママフェスタ・夏】
▽とき　７ 月 19 日（土）
　　　　午前10時～午後２時
▽ところ　市民文化交流館イベント
スペース（駅前町、ヒロロ３階）
▽内容　ママサークルのハンドメイ
ド作品の販売／ワークショップ／子
どもでも作ることができるランチの
紹介と試食／食や自然についてのお
話／スティールパン演奏や合唱など
▽参加料　無料（ワークショップな
ど一部有料コーナーあり）
※事前の申し込みは不要。
■問問 ECO リパブリック白神（☎
88・8808〈平日の午前９時～ 午
後６時〉）、ヒロロスクエアコミュニ
ケーションゾーン運営協議会事務局
（☎ 35・0186〈平日の午前８時半
～ 午後５時〉）

夏休みおはなし会　　　

▽とき　７月19日（土）
　　　　午後２時～２時40分
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽語り手　東北女子大学児童学研究
会
▽対象　小学生＝80人（幼児も可）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前図書館（☎32・3794）

親子deチャレンジ
わくわくクイズラリー　
▽とき　７月19日～８月31日（出
題１回目…７月 19日～８月３日、
出題２回目…８月４日～ 17日、出
題３回目…８月18日～ 31日）
※回答カードの配布は、７月 19日
午前 10時からこども絵本の森受付
カウンターで行います。（クイズラ
リー開催期間中は休館日を除く毎日
配布）
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）
▽内容　市の歴史や名産品に関する
クイズの回答を受付カウンターで配
布している回答カードに記入してく
ださい。毎回５問ずつの合計 15問

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　７月５日・12日、午前
11時～ 11時半
▽内容　「夏・海」をテーマとした、
絵本の読み聞かせ、紙芝居、昔話、
エプロンシアター、なぞなぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
◎だっこでおはなし会
▽とき　７月26日（土）
　　　　午前10時半～ 11時
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊
び、ブックトークなど
▽対象　０歳～３歳の子と保護者
＝15組程度（先着順）
～共通事項～
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前図書館（☎32・3794）

７月の
催し

弘前図書館

 
緑の相談所 7月の

催し
【展示会】
●ベゴニア展　８日～13日
【講習会など】
●マツの手入れ実習　５日、午後
１時半～３時半
●アジサイの栽培とせん定　19
日、午後１時半～３時半
●バラの夏季せん定講習会　26
日、午後１時半～３時半
●訪問相談　12日・26日
※庭木の出張相談です（無料）。
電話で申し込みを。
【弘前城植物園…今月見られる花】
スモークツリー、アジサイ、ハス、
ヘメロカリス、ノウゼンカズラな
ど
■問問緑の相談所（☎33・8737）

銀町）
▽テーマ　「秀吉と為信２」
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽申し込み　７月９日の午前８時半
から電話で受け付け。
■問問市立博物館（☎ 35・0700、午
前８時半～午後５時）

 教室・講座


