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ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１５.８.１

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

市立郷土文学館
企画展記念講演会
　現在開催中の第 39 回企画展「陸
羯南展」を記念して、講演会を開催
します。
▽とき　８月 22 日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽テーマ　新聞『日本』展を顧みて
▽講師　松田修一さん（東奥日報社
編集委員室室長）
▽入場料　無料
■問市立郷土文学館（☎ 37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

サタディプラン

　土曜日に小・中学生を対象に、無
料で開催します。
▽日程・会場

【弘前文化センター（下白銀町）プ
ラネタリウム】
○わくわく☆こどもプラネ（子ども
向けのプラネタリウム投影）　８月
29 日の午前 10 時半～ 11 時／中
央公民館（☎ 33・6561）

【市立郷土文学館（下白銀町）】
○親子文学散歩（クイズを解きなが
ら観覧）　８月 29 日の午前 10 時

～正午／市立郷土文学館（☎ 37・
5505）
■問各会場へ。

ひろさき合コンリーグ
「8月・９月大会」開催
▽とき　８月 29 日、９月 26 日の
午後７時～ 10 時半（受け付けは午
後５時半～６時半）
▽ところ　鍛冶町・土手町周辺の飲
食店
※約 40 店舗参加予定。
▽対象　20 歳～ 49 歳の独身同性
グループ（８月は３人１組、９月は
２人１組）
※個人戦も同時開催。
▽ 参 加 料（ １ 人 １ 日 ）　 男 性 ＝
4,500 円、女性＝ 3,500 円
※参加資格など詳細については問い
合わせを。 
■問弘前商工会議所青年部事務局（☎
33・4111）

第５回市民すこやか
ペタンク交流大会
▽とき　８月 29 日（土）
　　　　午前８時 50 分～正午
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター

（八幡町１丁目）多目的広場
▽内容　初心者に簡単な講習を行っ
た後、抽選で３人１組のチームを作
り、４回戦のゲームを行う
▽対象　市民
▽参加料　500 円（当日徴収）
▽その他　１位～５位を表彰します

（参加賞などもあり）
▽申し込み　当日会場で受け付け
■問弘前市ペタンク協会（葛西さん、
☎ 88・3480）

合併10周年記念事業
星空観察会 inプラネ＆天文台

【月面旅行～ようこそ！月の世界
へ !! ～】
▽とき　８月 29 日（土）
　　　　午後６時～９時
※午後５時半から弘前文化センター

（下白銀町）３階プラネタリウム展
示ホールで受け付けし、プラネタリ
ウム観覧後、バスで星と森のロマン
トピア天文台（水木在家字桜井）に
移動。弘前文化センターに帰館後解

散。
▽内容　プラネタリウムで月をはじ
め、夏から秋の星空の特徴を覚えて
から、街明かりの少ない天文台「銀
河」で大型望遠鏡や双眼鏡を使って
天体観察をします。
▽観察天体　月、夏の大三角、こと
座、わし座、はくちょう座、さそり
座、いて座、土星など
▽講師　小田桐春香さん（みちのく
天文同好会）
▽対象　市民＝ 50 人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。当日の
申し込みは不可。
▽参加料　500 円（バス代として、
当日徴収）
▽その他　食事の時間を設けますの
で軽食の用意を／天文台では雨天時
のプログラムも用意しています／プ
ラネタリウムまたは天文台いずれか
のみの参加はできません／弘前文化
センター駐車場は最初の１時間を超
えると有料になります／夜は冷え込
みますので、防寒具の持参を
■問８月 26 日までに、電話、ファク
スまたはＥメール（住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、中央公民館

（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

奈良岡朋子朗読会「黒い雨」

　弘前市ゆかりの女
優・奈良岡朋子さん
による朗読会「黒い
雨」を開催します。
戦後 70 年の今、戦
争と平和について考
えてみませんか。
▽とき　８月 31 日

（月）、午後６時半～（開場は午後６
時～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽入場料　一般＝ 3,000（3,500）
円、大学生＝ 1,000（1,500）円
※（ ）内は当日券。中学・高校生
100 人無料招待しますので、希望
する人は弘前市民劇場事務局まで申
し込みを。
▽チケット取扱所　弘前市民劇場事
務局／紀伊国屋書店弘前店／中三弘
前店／さくら野弘前店／ヒロロ／弘
前大学生協／ＦＭごしょがわら

■問 弘前市民劇場事務局（☎兼■Ｆ
36・5402）
※平成 27 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

「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、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５日（土）、午前８時
～午後６時（小雨決行）
▽集合　①午前８時半までに、弘前
運動公園（豊田 2 丁目）駐車場／
②午前８時 50 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）～竹浪酒造
店（板柳町）～弘前城本丸石垣修理
現場（昼食・見学）～禅林街座禅体
験（西茂森）～津軽ダム工事現場（西
目屋村）

【Ｂコース】
高砂食品（平川市）～大円寺（大鰐
町）～中町こみせ通り（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）
▽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）
※対象者のうち、県外から転入した
東日本大震災の被災者（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・
入場料・損害保険料含む）
※直前のキャンセルは参加料を後日
請求しますので、ご注意ください。
▽申し込み方法　8 月 14 日（消印
有効）までに、はがきまたはＥメー
ル（希望のコース・バスの乗車場所・
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、 ■Ｅ hirosaki@flower-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、
結果は当選者にのみ通知します。
■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（ ■Ｈ http://tsugarukoiki.jp/）
をご覧ください。

弘前・黒石地区親子
クッキングコンテスト
　「食」を通じて親子のコミュニケー
ションを深める楽しいコンテストで
す。
▽とき　10 月４日（日）
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）調理学実習室
▽テーマ　「わが家のおいしいごは
ん」
▽対象　弘前市・黒石市在住の親（保
護者）と子（小学生）の２人１組
▽調理の条件　食材費＝ 2,000 円
程度（４人分）／調理時間＝ 60 分

（盛り付け時間を含む）／オリジナ
ル料理であること
■問８月 31 日までに、弘前ガス（☎
27・9100）へ。

スマートフォンやタブレット
端末を使ってみよう !!

【情報力をつける！講座】
　スマートフォンやタブレット・携
帯電話を楽しく安全に使うための講
座です。初心者や高齢者も大歓迎で
すのでぜひ参加を。
▽とき　講義編＝８月 18 日（火）、
午後１時～３時／実践編＝８月 25
日（火）、午後１時～４時
※どちらか１日のみの受講も可。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽対象　スマートフォンやタブレッ
トの利用に興味がある人＝各回 20
人（先着順）
▽内容　講義編＝スマートフォンな
どの利点や問題点、災害への備え、
子どものネットリスクや依存につい

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

て、公衆無線ＬＡＮの使い方、セキュ
リティ対策など／実践編＝タブレッ
トを使って、災害時に役立つ機能や
インターネット・カメラ機能・テレ
ビ電話などの体験（iPad を用意し
ます）。スマートフォン・携帯電話
でのメールの操作方法など
▽参加料　無料
▽持ち物　スマートフォン・携帯電
話（実践編へ参加する人で、持って
いる人のみ）、筆記用具
■問 あおもり IT 活用サポートセン
タ ー（ 本 田 さ ん、 ☎ 携 帯 070・
6951・4624）

ベテランズセミナー

　忘れたころにやってくる災害に地
域や家庭で行う備えについて学習し
ます。
▽とき　８月 27 日（木）
　　　　午前 10 時～ 11 時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　くらしの安心安全②「防
災講座」
▽講師　市防災安全課職員
▽対象　おおむね 60 歳以上の市民
＝ 30 人程度
▽受講料　無料
■問８月 24 日までに、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp
火曜日は休み）へ。

◎おたのしみおはなし会
▽とき　１日・15 日の午前 11
時～ 11 時半／８日の午後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　「どうぶつ」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
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

弘前図書館 ８月の
催し８

月
の
催
し

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会　ペルセウス座流星群
（天の川、織姫星、ひこ星、土星、
流れ星）
▽とき　８月 12日（水）
　　　　午後７時～ 10時
▽ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時半）
※事前の申し込みは不要。防寒具
の持参を。
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休館〈月
曜日が祝日の場合は次の平日が
休館〉）

 教室・講座


