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りんご公園企画展
「津軽こぎん刺し展」
　岩木かちゃらず会の出展により、
津軽に伝わる伝統工芸品であるこぎ
ん刺しの作品展を開催しています。
▽とき　８月 20日までの午前９時
～午後５時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）りんごの家
■問問りんご公園（☎36・7439）

弘前学院大学
父母と教職員の会講演会
▽とき　７月26日（土）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽演題　四足歩行で全身のたるみ解
消～ノルディック・ウォーキングの
すすめ～
▽講師　木村瑞生さん（東京工芸大
学教授）
▽対象　市民
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。駐車ス
ペースに限りがありますので、なる

べく公共交通機関のご利用を。
■問問弘前学院大学総務課（☎ 34・
5211）

認知症の人を抱える
家族のつどい
▽とき　７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）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問午後 6時過ぎに、「認知症の人と
家族の会」青森県支部弘前地域世話
人（中畑さん、☎44・4959）へ。

嶽温泉・丑湯まつり

　土用丑（うし）の日に温泉に入る
と、夏バテせず、無病息災に過ごせ
るとの言い伝えがあります。
　今年の土用丑の日は７月 29日。
これにちなみ、「丑湯まつり」を開
催します。さまざまな催しを楽しん
だ後は、嶽の温泉でリフレッシュし
ませんか。
▽とき　７月27日～ 29日
▽ところ　嶽温泉広場（常盤野字湯
の沢）

▽内容　民謡、盆踊り、湯花流し体
験など
▽参加料　無料（一部有料）
■問問嶽温泉旅館組合（小島旅館、☎ 
83・2130）

ブランデュー弘前ＦＣ
東北リーグ２部北ホーム戦
▽とき　７月27日（日）
　　　　午後２時～
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
陸上競技場
▽対戦チーム　猿田興業（秋田）
■問問ブランデュー弘前ＦＣ事務局（☎
35・2012）

弥生いこいの広場の催し

【ミッション!昆虫お兄さんを探せ!】
　“昆虫お兄さん”を探し出して、
カブトムシとの交換カードをもら
い、カブトムシを手に入れよう！
▽とき　８月２日（土）、午前 10
時～正午（雨天中止）
▽参加料　無料（動物広場入園料が
必要となる場合あり）
※事前の申し込みは不要。カブトム
シがなくなり次第終了。
【ポニーや動物たちと遊ぼう！】
　動物たちと触れ合ったり、飼育の
裏側見学や工作をしたりして、夏休
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みの思い出を作ろう！
▽日程　８月６日（水）、午前８時
半＝追手門広場集合（雨天決行）、
午前９時＝バス出発、午後３時半＝
追手門広場解散
▽対象　小学生＝ 50 人
▽参加料　800円（当日徴収）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、雨具、おにぎり
※豚汁と飲み物を用意します。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問問 弥生いこいの広場（ ☎ 96・
2117）

大森勝山　じょうもん祭り

　世界遺産登録を目指す「北海道・
北東北の縄文遺跡群」の構成資産に
なっている史跡大森勝山遺跡を舞台
に、じょうもん祭りを開催します。
　家族や友だちと一緒にぜひおいで
ください。
▽とき　８月９日・10 日、午前
10時～午後３時ころ（小雨決行）
※事前の申し込みは不要。
▽ところ　史跡大森勝山遺跡
▽内容　遺跡展望台、遺跡探検隊、
じょうもんクイズラリー、地元の町
会によるおもてなしなど
※詳しい内容や開催時間などは、市
ホームページをご覧ください。
■問問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

「津軽の名人・達人」
ふれあいまつり
　生涯学習の指導者や地域の伝統文
化・技術などの技能者である「津軽
の名人・達人」が技能発表、作品の
展示・実演を披露します。
【展示・体験イベント】
▽とき　８月９日・10 日の午前
10時～午後４時
【ステージ（技能発表）イベント】

▽とき　８月10日（日）
　　　　午後１時～４時
※ゆるキャラも来ます。
～共通事項～
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町）
３階イベントスペース　
■問問津軽広域連合「津軽の名人・達人ふ
れあいまつり」係（☎ 31・1201、
■ＨＨ http://tsugarukoiki.jp/）

弘前市青年交流会
～夏の出会いはBBQ!!! ～
▽とき
①８月 17 日（日）、午後１時＝市
立観光館バスプール出発／午後６時
半＝市立観光館バスプール解散
②８月 30 日（土）、午後１時＝市
立観光館バスプール出発／午後７時
＝市立観光館バスプール解散
※雨天決行。
▽内容　①弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）で動物園見学を楽しん
だ後、バーベキューを楽しみながら
の交流パーティーを行う
②森の中の果樹園（十面沢字轡）で
フルーツの収穫を体験した後、星と
森のロマントピア（水木在家字桜井）
でバーベキューを楽しみながらの交
流パーティーを行う
▽対象　①②とも 20歳～おおむね
50歳の独身男女（男性は市内に居
住する農業青年で、①②どちらか１
つの参加）
▽定員　①②とも男女各10人
▽参加料　男性＝ 4,000 円／女性
＝ 2,000 円（①②とも参加する場
合は①＝2,000円、②＝1,000円）
■問問①は８月８日まで、②は８月 22
日までに、弘前市青年交流会実行委
員会事務局（市農業委員会事務局
内、☎40・7104、■ＥＥ nougyou@
city.hirosaki.lg.jp）へ。

「ふるさと探訪バスツアー」
参加者大募集！
～私たちのふるさとの
　　　　　　　　　魅力再発見！～
　津軽地域に数多くある美しい自
然・文化・歴史などの名所や施設を
訪ね、その素晴らしい魅力を再発見・

再認識してみませんか。
▽とき　９月 20 日（土）、午前９
時～午後５時（雨天決行）
▽集合　午前８時 45 分までに、
JR弘前駅城東口バスプール
▽訪問コース　
【Ａコース】
東和電機工業（藤崎町）～ふるさと
センター（板柳町）～津軽藩ねぷた
村（弘前市、昼食・見学）～革秀寺（
弘前市）～白神山地ビジターセン
ター（西目屋村）
【Ｂコース】
茶臼山公園・俳句の小径（大鰐町）
～高砂食品（平川市）～津軽伝承工
芸館（黒石市、昼食・見学）～中世
陶芸の郷 津軽烏城焼（黒石市）～
刀鍛冶作業場・第１田んぼアート（田
舎館村）
※訪問地によっては、坂道を散策す
る所もあります。
▽対象　弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村に在住の人＝各コース 40
人（計 80人）
※県外から転入した圏域在住の東日
本大震災の被災者のために、各コー
ス10人の優先枠を設定します。
▽参加料　1人 2,000 円（昼食代
込み）
※直前のキャンセルは後日請求しま
すので、ご注意ください。
▽申し込み方法　8月 29日（必着）
までに、はがきまたはＥメール（希
望のコース・参加者それぞれの住
所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で、フラワー観光「ふるさと探訪
バスツアー」係（〒 036・8053、
和泉２丁目１の１、■ＥＥ hirosaki@
fl ower-travel.com）へ。
※はがき１枚で２人まで、Ｅメール
は１通まで（代表者に○印を記入）。
被災者の場合はその旨記入してくだ
さい。なお、応募多数の場合は抽選
で決定（初参加の人を優先）。また、
結果は当選者に通知します。
■問問フラワー観光「ふるさと探訪バス
ツアー」係（☎26・2112、日曜日・
祝日は除く）
※詳しくは津軽広域連合ホームペー
ジ（■ＨＨ http://tsugarukoiki.jp/）
をご覧ください。

　マドリガルは 16世紀半ばから 17世紀半ばに栄えた
４～６人で歌う音楽様式です。世界的歌手を迎えてのコ
ンサートにぜひおいでください。
▽とき　９月 12日（金）、午後６時半～（午後５時半
開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽出演　ソプラノ＝エブリン・タブさん、野呂愛美さん
／テノール＝福島康晴さん／バス＝三浦英治さん
▽入場料　一般＝ 2,000（2,500）円、大学生以下＝
1,000（1,500）円
※（ ）内は当日券。
▽入場券取扱所　平山萬年堂、中三弘前店、百石町ラグ
ノオSAKI、まちなか情報センター

【小・中学生の招待について】
　市内の小・中学生と同伴者計700人を招待します。
▽申し込み方法　往復はがきまたはＥメールに必要事項
（①学校名と学年、②氏名、③同伴者氏名、④住所、⑤
電話番号）を記入し、８月15日（必着）までに、マド
リガルの宴実行委員会（〒036・8171、取上１丁目３
の７、■ＥＥ eiji.miura@hotmail.co.jp）へ。
※はがき１枚またはＥメール１件につき小・中学生１人
と同伴者１人までとし、応募者多数の場合は抽選で決定
します。
■問問マドリガルの宴実行委員会（三浦さん、☎携帯080・
4059・7547）

～市内の小・中学生を抽選で招待～
古都弘前に響くマドリガルの宴　四声のコンサート


