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所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

水道週間の催し

　６月１日～７日を弘前市水道週間
とし、イベントを開催します。参加
者には、上下水道部オリジナルグッ
ズを差し上げます。
▽とき　６月４日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　「ひろさきの水」ペットボ
トル水飲み比べ、水道クイズ、「水
道水のできるまで」上映など
【アンケート調査】
　６月１日～７日の平日に、上下水
道部（市役所、岩木庁舎）の受付窓
口でアンケートに回答すると、「ひ
ろさきの水」ペットボトル水や水道
修繕セットがもらえます。
■問 上 下 水 道 部 総 務 課 ( ☎ 36・
8100)

高長根レクリエーションの森

【初心者山菜採り体験】
　初心者を対象に、ハイキングをし
ながら山菜採り体験を行います。
▽とき　６月５日（日）、午前９時
半～正午（雨天中止）
▽ところ　高長根レクリエーション
の森（高杉字神原）
※現地集合。
▽定員　50 人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　飲み物、長靴、軍手、タ
オル
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

津軽の庭巡り
～大石武学流庭園を学ぶ～
　津軽地方独自の庭園様式「大石武
学流庭園」。今回は国名勝に指定さ
れている瑞楽園や、個人宅で大切に
されている庭園を特別に見学しま
す。
▽とき　６月５日（日）、午前８時

半～午後４時45分
▽集合　観光案内所（表町）
▽コース行程　観光案内所→瑞楽園
（弘前市）→鶴田町→みどり亭（五
所川原市）→青森市浪岡地区→黒石
市→弘前駅城東口
▽講師　今井二三夫さん（青森県文
化財保護審議会委員）
▽定員　35人（先着順）
▽参加料　5,000 円（昼食代を含
む）
■問５月 18日から、弘前観光コンベ
ンション協会（☎35・3131）へ。

こども植物探検隊
～みる・ふれる・生ける
▽とき　６月11日（土）、午前10
時～正午（雨天決行）
※受け付けは午前９時 45分～、植
物園北入口前（追手門側）
▽ところ　弘前城植物園
▽内容　楽しいお話を聞きながら植
物園を散策し、見て・触れて、植物
の面白さをみつけます。廃品を利用
した花器を作り、植物を生けて楽し
みましょう。
▽対象　小学生まで＝ 30人（保護
者同伴、先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　300 円（傷害保険料、
材料費などとして、当日徴収）
■問 ５ 月 20 日 ～ 31 日 に、 美
育・食育はなか（工藤さん、☎
携 帯 090・9747・7480、　 ■Ｅ
hanakafamily@gmail.com）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

樹木医と行く古木･名木めぐり

　古木・名木を樹木医がガイドしま
す。間近で観察し、自然の力強さを
感じてください。
▽とき　６月 12 日（日）、午前９
時～午後１時（雨天決行）
▽集合場所　緑の相談所（弘前公園
内、下白銀町）
▽ツアールート　①日本最大のソメ
イヨシノ（弘前公園）→②サイカチ
（田舎館村）→③カヤ（妙経寺）→
④サルスベリ（感随寺）→⑤モミジ、
大杉、モミ（中野もみじ山）→弘前
公園解散
※バス移動あり。

弘前駅前遊歩道賑わい祭
Hirosaki Jazz street
2016

　弘前内外のジャズバンドが演奏し
ます。
▽とき　６月４日（土）
　　　　午後２時～９時
※少雨決行、荒天中止。
▽ところ　弘前駅前公園、弘前駅前
遊歩道
▽出演　航空自衛隊北部航空音楽
隊、JR 秋田支社レールウェイ・
ミュージック・クラブ、長谷川
健 Swing Hat Jazz Orchestra、
New SAHARA Club Band、 青
森ジャズオーケストラ、Aomori 
N e w  B e a t  O r c h e s t r a 、
Swing Legend、3-Cornets、
asacombo、弘前大学V.E.L ほか
※演奏プログラムは、５月 25日こ
ろの発表となります。
▽観覧料　無料
■問弘前駅前遊歩道賑わい祭実行委員
会（松ノ木内、☎34・2521）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

星空観察会 in プラネ

【星空教室～これから見られる四大
惑星～】
▽とき　６月４日（土）
　　　　午後７時～９時
※受け付けは午後６時半から。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階プラネタリウムほか
▽内容　プラネタリウムで、春から
夏の星空の特徴やこの季節にひとき
わ明るく輝く惑星について楽しく解
説します。晴天時には屋外で星空観
察を行います。
▽講師　蒔苗智之さん（ひろさき星
の子サークル）
▽対象　市民＝40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　無料
▽その他　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
▽申し込み方法　６月２日までに、
電話かファクスまたはＥメール（住

▽対象　中学生以上＝ 20人（先着
順）
▽参加料　1,000 円
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　雨具、タオル
■問５月 23日から、市みどりの協会
（☎ 33・8733、午前９時～午後５
時）へ。

異国文化に触れる魔法の時間

　外国人と一緒に遊びや体験活動を
しながら、異国文化を体感し国際性
を高めませんか。
▽年間予定　６月 12 日、７月 23
日・30 日、９月３日・24 日、10
月１日・22日、11月５日・19日、
12月 10日（全 10回）、おおむね
２時間程度
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ほか
▽対象　市内在住または市内の学校
に在籍する小学校４年生～中学生＝
20人
▽参加料　無料　
※活動の詳細は、市ホームページを
ご覧ください。
▽申し込み方法　６月１日までに、
はがきかファクスまたはＥメール
（郵便番号・住所・電話番号・氏名〈ふ
りがな〉・性別・学校名・学年・保
護者氏名を記入）で申し込みを。
■問中央公民館「キッズアジアン・
プラス係」（〒 036・8356、下
白銀町 19 の４、☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

楽しいレク体験と
中高齢者のレク式体力測定会
▽とき　６月 15 日（水）、午前９
時半～正午（受け付けは午前９時～）
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽内容　参加者同士で笑いながら、
手軽に楽しく自分の体力を測定し、
今後の健康づくりに役立てます。
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　500 円（傷害保険料、
資料代などとして）
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
タオル
▽申し込み方法　６月８日までに、

電話かファクスまたはＥメール（氏
名・年齢・連絡先を記入）で申し込
みを。
■問ひろさきレクリエーション協
会事務局（☎携帯 070・3996・
3873、 ■Ｆ 55・8723、 ■Ｅ npo.
hirorec@gmail.com）／さわや
か体操（小関さん、☎兼■Ｆ 32・
6571）

白神山地ブナ林再生事業
& 自然観察会
　世界遺産「白神山地」のブナ林を
再生するため、緩衝地帯周辺の生育
不良杉林地の除伐や植樹などの作業
および原生ブナ林の観察会を行いま
す。
▽とき　６月25日・26日
▽ところ　白神山地内奥赤石
▽内容　枯損木等の除伐、除去、下
草刈り、植樹、自然観察会
▽対象　市民＝30人（先着順）
※未成年者は保護者の同意が必要。
▽参加料　500 円（傷害保険料を
含む）
▽持ち物　寝袋、食料など
※詳しくは問い合わせを。
▽申し込み方法　６月 18 日まで
に、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、日本山岳会青森支部（■Ｆ
44・7237、■Ｅ h.susuta@gmail.
com）へ。
■問日本山岳会青森支部（須々田さん、
☎44・7237）

北の文学文脈講座
　郷土文学館では、各企画展で展示
する作品・資料を対象に、朗読や解
説を加えながら鑑賞する文学講座を
開設します。
▽日程と内容　５月 21日…「与謝
野寛・晶子の津軽」、６月 18 日…
福士幸次郎と棟方志功、７月 16日
…太宰治の大好物、８月 20日…福
士幸次郎の詩～北の憂鬱と情熱（記
念講演会）、９月 17 日…太宰治と
弘前、10 月 15 日…津軽方言詩の
誕生、11月 19日…福士幸次郎「胸
にひそむ火の叫びを」、12月 17日

…鈴木喜代春の児童文学
※時間はいずれも午後２時～３時。
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽講師　外部講師と郷土文学館職員
▽受講料　無料（ただし、郷土文学
館観覧料〈高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円〉が必要）
※事前の申し込みは不要。65歳以
上の市民、市内の小・中学生や外国
人留学生、市内外の障がい者、ひろ
さき多子家族応援パスポートを持参
の人は無料。住所や年齢を確認でき
るものの提示を。
■問郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

古文書解読講座（前期）

　藩政期時代の古文書・日記、家記、
紀行文などをわかりやすく解読しま
す。初心者も歓迎します。
▽とき　５月 22 日、６月 12 日・
26 日、７月 10 日・24 日、８月
28日の午前 10時～正午
▽ところ　文化センター（下白銀町）
会議室
▽年会費　3,000円
※申し込みは随時受け付け。
■問弘前市古文書解読会（今さん、☎
35・5985）

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　６月４日（土）、午前９時
半～ 11時半（受け付けは午前９時
～）
▽ところ　弘前医療福祉大学大学棟
（小比内３丁目）
▽内容　「お口のケアと健康寿命」
…講師・木村博人さん（言語聴覚学
専攻教授）
▽受講料　無料
▽今後の予定　７月２日…「心肺
蘇生の変遷」、９月 10 日…「歴史
と文化の街　弘前に期待するオン
リーワン　マーケティング戦略」、
10月１日…「オリゴ糖を加えたア
ルコールでスキンケア」、10月 29
日…「こころと体の不思議な関係」、
11 月 12 日…「家庭で出来る楽々
介護」
■問電話かファクスで、弘前医療福祉
大学公開講座委員（☎ 27・1101、
■Ｆ 27・1023）へ。

 教室・講座
 


