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▽内容　オリジナル色紙の作製
▽対象　市民＝各回 15 人（先着順）
▽参加料　200 円
※事前の申し込みが必要。ただし、
当日の参加も可能な場合があります
ので、詳しくは問い合わせください。
■問 中 央 公 民 館 相 馬 館（ ☎ 84・
2316）

弘前市民俗芸能発表会

▽とき　７月 26 日（日）、午後１
時半～（開場は午後１時）
▽ところ　岩木文化センターあそ
べーる（賀田１丁目）
▽内容　登山ばやしや獅子舞、民謡、
手踊り、津軽三味線など郷土に伝わ
る代表的な伝統芸能が一堂に会しま
す。
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。車でお越
しの際は、岩木文化センター駐車場
をご利用ください。
■問文化財課（☎ 82・1642）

夏休み子どもイベント
「親子で体験！裁判員裁判」
　裁判について詳しく知ることがで
きるイベントです。
▽とき　７月 31 日（金）、午前９
時 55 分～正午（受け付けは９時
20 分～）
▽ところ　青森地方裁判所（青森市
長島１丁目）1 号法廷
▽内容　裁判員模擬裁判の体験、裁
判官への質問コーナーなど
▽対象　小学校５・６年生＝ 25 人

（先着順）
※保護者の同伴可。駐車台数に限り
がありますので、なるべく公共交通
機関を利用するか、近隣の有料駐車
場を利用してください。
■問７月 16 日から、電話で青森地方
裁判所（☎青森 017・722・5421〈午
前９時～午後５時〉）へ。

認知症の人と家族のつどい

▽とき　７月 26 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

藤田記念庭園
夜間開園のお知らせ
　９月までの毎月第４土曜日に夜間
開園を行います。また、同日にミニ
コンサートも開催します。
　ライトアップした幼想的な空間
で、庭園を散歩してみませんか。
▽とき　７月 25 日（土）、午後５
時～９時（ミニコンサートは午後７
時～８時）
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）洋館（藤田謙一資料室）、高台部、
低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子供＝
100 円
※詳しくはお問い合わせください。
■問藤田記念庭園 ( ☎ 37・5525)

弘前公園武徳殿の夏イベント

【津軽塗展示会】
▽とき　７月 25 日・26 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（本丸・北の郭入園
料が必要）

【弘前城の特別体験楽校】
▽とき　７月 25 日（土）
　　　　午前 10 時～正午
▽集合・解散　弘前公園緑の相談所
▽内容　津軽塗体験など
▽対象　小学生＝ 10 人（先着順）
▽体験料　1,000 円（当日徴収）
▽申し込み方法　７月１日から電話
で受け付けます。
～共通事項～
▽ところ　弘前公園内武徳殿休憩所
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

相馬で夏の紙漉き体験

▽とき　７月 25 日・26 日、①午
前 10 時～、②午前 11 時～、③午
後１時～、④午後２時～
▽ところ　交流センター紙漉の里

（紙漉沢字山越）

産小麦 100％使用パン、手作りクッ
キー、みそなど
～共通事項～
▽ところ　南富田町体育センター
■問南富田町体育センター（☎ 34・
6122）

「ぼくは写真で世界とつながる」
「普通に生きる」自主上映会
　障がいに対する理解を深めるため
に、ドキュメンタリー映画を上映し
ます。
▽とき　７月 20 日（月・祝）の午
後１時～４時半（開場は午後０時半）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽定員　200 人（先着順）
▽入場料　大人＝ 1,000 円、障が
い者および学生＝ 500 円
※当日会場で受け付けします。
■問 津軽地域精神障がい者社会復帰
支援連絡会「つがるねっと」（貴
田 岡 さ ん、 ☎ 携 帯 090・7529・
8702）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎一閑張り展
▽とき　７月 23 日～ 27 日の午前
９時～午後４時
▽内容　一閑張りのバッグ、ネック
レスなどの展示・販売
◎岩木かちゃらず会こぎん刺し体験

▽とき　毎週日曜日の午前 10 時～
午後３時（随時受け付け）
▽内容　コースター作りなど
▽参加料　無料（材料費は別途必
要）
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽休館日　毎週火曜日
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902）

ヒロロスクエアコミュニ
ケーションゾーンの催し

【夏だ！ヒロロだ !! 親子で金魚ねぷ
た絵付け体験】
　親子で一つの金魚ねぷたに色付け
をします。作った金魚ねぷたは持ち
帰ってもらいます。
　世界に一つだけの金魚ねぷたを
作ってみませんか。
▽とき　７月 25 日（土）、①午前
10 時半～、②午後１時～、③午後
３時～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽対象　小学生までの児童とその保
護者＝各回 25 組（先着順）
▽参加料　300 円
※事前の申し込みが必要。
■問ヒロロスクエアコミュニケーショ
ンゾーン運営協議会（ヒロロスクエ
ア活性化室内、☎ 35・0186〈平
日の午前８時半～午後５時〉）

レディースゴルフコンペ

▽とき　7 月 19 日（日）、午前８
時半集合
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
▽対象　高校生以上の女性＝ 36 人
▽参加料　3,500 円（昼食付き）
▽競技方法　18 ホールズストロー
クプレー
■問 岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

朝活タイム＆
あおぞら市場（朝市）
　早起きをして健康的な生活を送る
ため、朝活タイム＆あおぞら市場を
開催します。

【朝活タイム】
▽とき　７月～ 11 月の毎週土・日
曜日、午前７時～９時
▽内容　体育室の個人使用貸し出し
▽対象　市民
▽参加料　１人１時間 100 円（バ
スケットボールは不可）
▽その他　ノルディックウオーキン
グのポールや、バドミントンラケッ
トなどの用具貸し出しも行っていま
す。

【あおぞら市場】
▽とき　７月～ 11 月の毎週土曜
日、午前７時～９時
▽販売物　リサイクル品、野菜、国

▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。当日直接
会場へ。
■問 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〈午後６時以降〉）

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　７月４日の午前 11 時～
11 時 半、 ７ 月 11 日・25 の 午
後２時～２時半
▽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
▽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
◎夏休みおはなし会　　　
▽とき　７月 18 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
▽対象　小学生＝ 80 人（幼児も
可）
▽語り手　しらゆり会
～共通事項～
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■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～ 12 日

【講習会など】
●マツの手入れ実習　11 日、午
後１時半～３時半
●アジサイの栽培とせん定　18
日、午後１時半～３時半
●バラの夏季せん定と管理　25
日、午後１時半～３時半
●訪問相談　11 日・25 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
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

　市内の文化芸術団体の協力で、音楽、絵画、踊りなど
さまざまなアートが体験できるイベントを開催します。
▽とき　７月 26 日（日）、午前 10 時～正午、午後 1
時～ 3 時
▽ところ　総合学習センター（末広４丁目）
▽内容　右表のとおり
▽対象　小学生（親子での参加も歓迎します）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要で、当日は自由に参加できます
が、コーナーによっては定員を超えた場合、参加できな
い場合があります。なお、１日を通して体験する人は昼
食を持参してください。
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、動きやすい服装
■問生涯学習課（☎ 82・1641）

こどもアート体験ひろば 2015 番
号 団体名 内容

１ 弘前マンドリンアンサンブル マンドリンの演奏体験
２ パーカッショングループ（ファルサ） 打楽器の演奏体験
３ 弘前交響楽団 弦楽器・管楽器の演奏体験
４ 弘前ねむの会ファミリーコーラス 手話で歌おう、英語で歌おう
５ 望月太左君衛鼓の会 小鼓の演奏体験
６ 子どもお琴クラブ お琴の演奏体験
７ 弘前日本舞踊 日本舞踊の体験
８ 弘前石川流やまぶき会 津軽手踊りの体験
９ 弘前市茶道協会（遠州流茶道弘前支部）お茶をたてる体験
10 子どもせん茶道クラブ せん茶道の作法、玉露の入れ方の体験
11 弘前市児童文化研究サークル連合会 人形作りと人形劇の鑑賞
12 弘前美術作家連盟（書道） 書道の体験
13 弘前美術作家連盟（洋日本画） 絵画の鑑賞と制作
14 やきもの子どもクラブ やきもの制作の体験
15 いけばな子ども教室 いけばなの体験

【備考】２・３…午前のみ／４…筆記用具の持参を／８…靴下の持参を
／14…作品の仕上がりは１カ月後になります


