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後９時まで）を実施します。
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

弘前学院大学国語国文学会
夏季大会
▽とき　７月２日（土）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽内容　講演「二十世紀日中文化人
の書簡交流－文人・周作人の実像－」
…講師・顧偉良さん（大学院文学研
究科教授）／講演「シェイクスピア
没後400年：トランスレーション？
インタープリテーション？：日本に
おけるシェイクスピア受容をめぐっ
て」…講師・川浪亜弥子さん（文学
部英語・英米文学科准教授）
▽対象　市民
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学文学部事務（成田さ
ん、☎34・5211）

日本３Ｂ体操協会創立
45周年記念全国大会
青森大会 in弘前

▽とき　７月２日（土）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽対象　県民＝500人程度
▽参加料　無料　
※事前の申し込みは不要。当日会場
で受け付け。
■問日本３B体操協会青森県支部（南
さん、☎青森017・743・4465）

ウィークデーゴルフコンペ

▽とき　７月４日（月）、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）
▽競技方法　18ホールズストロー
クプレイダブルペリア方式（打ち切

りなし）
※その他ローカルルールに基づきま
す。
▽対象　市民＝36人（9組）
▽参加料　3,500円（昼食付き）
※事前の申し込みが必要。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

写真展「街歩きの魅力再発見」

▽とき　７月４日～ 10 日、午前
10時～午後６時（初日は午後１時
から、最終日は午後５時まで）
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）特設会場
▽内容　辻栄一さんが刊行した「弘
前散歩」写真集から、弘前人が愛す
る散歩道など約45点を展示。
※写真展終了後、希望者には写真を
プレゼントします（申し込み多数の
場合は抽選）。
▽入場料　無料
▽その他　６月 29日～７月３日ま
で、百石町展示館でも開催予定。
■問弘前図書館（☎32・3794）

岩木川市民ゴルフ場祭り

【白戸由香プロ＆新井敬子プロのワ
ンポイントレッスン＆ニアピン（白
戸プロ）、パター（新井プロ）対決】
▽とき　7月 10 日（日）、①午前
９時半～ 11時半、②午後０時半～
２時半（１人10分程度）
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）第１ホール
▽ゲスト　白戸由香さん、新井敬子
さん（日本女子プロゴルファー）
▽対象　ゴルフ経験者（小学生～一
般）＝各コース15人（先着順）
▽参加料　無料（使用料は必要）
※事前の申し込みが必要。
【迷路脱出、宵宮あそび（輪投げ・ヨー
ヨー釣り・射的）、お出かけ動物園、
ワークショップ（スノードーム作り・
消しゴムはんこでオリジナルグッズ
作り）】
▽とき　7月 10 日（日）、①午前
10時～正午、②午後１時～３時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場
ニュースポーツコース・管理棟

りんごの一年物語（全３回）
第２回実すぐり参加者募集
　農作業を通して、りんごの花が咲
き、収穫するまでお付き合いくださ
い。秋にはりんごをプレゼントしま
す。第２回は、実すぐりの体験です。
▽とき　６月 19 日（日）、午前９
時集合（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山ろ
く（鼻和）
▽参加料　無料
▽持ち物　雨具、軍手
■問６月 18日までに、フルーツ合衆
国（岩木山観光協会内、福澤さん、
☎兼■Ｆ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。

古文書よもやま秘話のつどい

▽とき　６月 25日、７月２日・９
日・16日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　田澤正さん（弘前古文書教
室顧問）
▽定員　50人
▽参加料　無料
■問６月24日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

藤田記念庭園無料開放

▽とき　６月26日（日）
　　　　午前９時～午後５時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
▽内容
○津軽塗のはし研ぎ体験…午前 10
時～午後４時／体験料1,400円
○真土・岳暘保育園園児によるよさ
こい遊戯披露…午前 10時～ 10時
半
○第 10回津軽煎茶の会…午前 10
時～午後３時／１席430円
○樹木医が案内する観察会…午後１
時～２時
※６月25日（土）は、夜間開園（午
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▽対象　幼児～小学生
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

気軽に散策ウオーキング

▽日程とコース　
①７月７日＝りんご公園コース／
②７月 14日＝桜ヶ丘サイクリング
コース／③７月 21日＝岩木川方面
コース／④７月 28日＝久渡寺コー
ス（雨天決行）
※時間はいずれも午前10時～正午
▽集合　①～③＝金属町体育セン
ター／④＝久渡寺こどもの森駐車場
▽内容　誰でも気軽に楽しめるウ
オーキング
▽対象　小学校４年生以上（小学生
は保護者同伴）＝各回20人
▽参加料　１回500円（当日徴収。
各自傷害保険などに加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル・飲み物・
帽子・雨具
▽申し込み方法　電話か窓口で、７
月28日まで随時受け付け
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

建築士会「弘前大会」

　「建築士の日」にちなみ、記念大
会を開催します。歴史的建造物を
テーマにした記念講演のほか、小学
生を対象とした「こんなお家にすん
でみたい！青森の住宅コンテスト」
応募作品の展示もしますので、ぜひ
おいでください。
▽とき　７月９日 （土） 、式典＝午
後３時～／記念講演（一般公開）＝
午後５時～６時／作品展示＝７月９
日の午前 10 時～午後９時、10 日
の午前 10時～午後３時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）　

※展示は３階イベントスペース
▽講師　今井二三夫さん（弘前文化
財保存技術協会理事長）　
▽定員　150人
▽入場料　無料
■問青森県建築士会弘前支部事務局
（おど設計工房内、☎32・9997）

スポーツ鬼ごっこ大会

▽とき　７月 16 日（土）、午前９
時～正午（受け付けは午前８時半～）
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽対象　小学生＝100人（先着順）
▽参加料　１人 300 円（傷害保険
料・参加賞代などとして）
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
汗ふきタオル
▽申し込み方法　ファクスまたはＥ
メール（氏名、学年、学校名、保護
者氏名、連絡先を記入）で、７月
11日までに申し込みを。
■問ひろさきレクリエーション協会
事務局（小関さん、☎携帯 070・
3996・3873、■Ｆ 55・8723、■Ｅ
npo.hirorec@gmail.com） ／ 弘
前市鬼ごっこ愛好会 （小関さん、☎
兼■Ｆ 32・6571）

劇団四季ファミリーミュー
ジカル「王子とこじき」
　人を身なり
や姿形で判断
せずに本質を
見ることや、
周りに流され
ず真実を言う
ことの大切さ
を描いた、大
人から子ども
まで楽しめるミュージカルです。
▽とき　８月 14 日（日）、午後４
時開演（午後３時半開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽入場料　一般…S席＝ 5,000 円、
A席＝ 3,000 円／小学生以下…S
席＝ 3,000 円、A席＝ 2,000 円
▽チケット販売所　市民会館、弘前
文化センター、ＦＭアップルウェー

ブ、さくら野弘前店、ＥＬＭショッ
ピングセンター
■問市民会館（☎ 32・3374、第３
月曜日を除く午前９時～午後５時）

子どもパークレンジャー

【白神山地子ども自然体験キャンプ】
▽とき　第１回＝７月 24日～ 26
日（２泊３日）、第２回＝７月 29
日～ 30日（１泊２日）
▽ところ　第１回＝鰺ヶ沢町白神山
地（赤石川周辺）、第２回＝秋田県
藤里町白神山地（藤琴川周辺）
▽集合　第１回＝午前８時に弘前駅
前または午前９時半に鰺ヶ沢駅前、
第２回＝午前 11時に二ツ井駅前ま
たは午前 11時半に白神山地世界遺
産センター藤里館
▽内容　白神の森体験、川の体験、
テント泊
▽対象　小学校３年生以上＝20 人
（先着順）
▽参加料　第１回＝ 8,000 円、第
２回＝ 5,000 円（食費、保険料、
プログラム代として）
■問７月 15 日までに、岩木山自然
学校（谷口さん、☎携帯 080・
5260・2809、■Ｆ 85・2622、■Ｅ
esdtanigu2014@gmail.com）
へ。

ねぷた囃子（ばやし）講習会

　伝統ねぷた囃子「津軽組」を講師
に迎えて開催します。
▽とき　６月 29日～７月８日の午
後７時～８時半
▽ところ　笛の部＝市立観光館（下
白銀町、追手門広場内）多目的ホー
ル／太鼓の部＝同館多目的ホール前
ロビー
▽対象　小学生以上
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽持ち物　笛・太鼓のバチ
※当日会場で販売もします。
■問弘前観光コンベンション協会事務
局（☎35・3131）

 教室・講座
 


