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す役割など、金融・経済への理解を
深めます
▽対象 市内の小学生とその保護者
＝ 20 組（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　７月 15 日まで
に、ファクスまたはＥメール（住
所・ 子 ど も の 氏 名・ 学 校 名・ 学
年・電話番号・保護者氏名を記入）
で、みちのく銀行広報室（■Ｆ 青森
017・774・2591、■Ｅ kouhou@
michinokubank.co.jp）へ。
■問 みちのく銀行広報室（☎青森
017・774・1274）
※この事業は、市の人口減少対策に
賛同したみちのく銀行が実施するも
のです。

シンポジウム「農産物の生産
環境・生産性・品質改良へ～
生物間相互作用の視点から～」
▽とき　７月 23 日（土）、午後１
時半～５時 35 分（受け付けは午後
１時 10 分～）
▽ところ　弘前大学コラボ弘大（文
京町）８階会議室
▽講演内容　「植物での有用遺伝子
高発現系とその活用」…加藤晃さ
ん、「ウイロイド－ノンコーディン
グ RNA 病原－の分子構造と病原
性」…佐野輝男さん、「モモシンク
イガの食害に対するリンゴ果実の防
御反応と生活史に及ぼす影響」…石
栗陽一さん、「天敵を使った害虫防
除技術～より成功率の高い IPM を
目指す～」…森光太郎さん、「接ぎ
木で行う作物のエピゲノム編集」…
原田竹雄さん
▽参加料　無料
▽ そ の 他　 学 会 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.sbj.or.jp/form/
hirosaki_sympo_20160723.
html）から事前の申し込みも可（７
月 15 日まで）。
■問日本生物工学会北日本支部（柏木
さん、☎ 39・3789）

藤田記念庭園夜間開園

　９月までの毎月第４土曜日に夜間
開園を行います。
▽とき　７月 23 日（土）
　　　　午後５時～９時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）

し体験　
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市民の森の会（工藤さん、☎
35・6440）
※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。

レディースゴルフコンペ

▽とき　7 月 24 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）
▽競技方法　18 ホールズストロー
クプレーダブルリペア方式（打ち切
りなし）
▽対象　高校生以上の女性＝ 36 人

（9 組）
▽参加料　3,500 円（昼食付き）
▽申し込み方法　７月 21 日まで
に、電話か窓口で申し込みを。
■問 岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

弘前公園武徳殿の夏イベント

【津軽塗展示会】
▽とき　７月 23 日・24 日、午前
９時～午後４時
▽ところ　弘前公園内武徳殿休憩所
▽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 23 日（土）
　　　　午前 10 時～正午
▽集合・解散　弘前公園緑の相談所
▽内容　弘前城の見学や津軽塗体験
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。
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

みちぎんキッズスクール
夏休み親子見学会
▽とき　７月 26 日（火）
　　　　午前９時半～正午
▽ところ　みちのく銀行弘前営業部

（代官町）
▽内容　銀行を見学し、銀行が果た

レシピの紹介と試食／わごころ講座
～夏の親子ゆかた教室～／ブナの絵
手紙ワークショップなど
▽参加料　無料（ワークショップな
ど一部有料コーナーあり）
※わごころ講座・ブナの絵手紙ワー
クショップは事前の申し込みが必
要。詳しくは問い合わせを。

【夏だ！ヒロロだ !! 親子で金魚ねぷ
た絵付け体験】
▽とき　７月 23 日（土）、①午後
１時～、②午後３時～／７月 24 日

（日）、①午前 10 時半～、②午後１
時～、③午後３時～
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽対象　小学校までの児童とその保
護者＝各回 25 組（先着順）
▽参加料　１組 500 円
※事前の申し込みが必要。
■問 ヒロロスクエア賑わい創出委員
会事務局（市民文化交流館内、☎
35・0154〈午前８時半～午後９
時〉）

弘前学院大学大学院文学
研究所・地域総合文化研
究所講演会
▽とき　７月 16 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「お殿様と和歌－弘前
藩主の教養と学問を知る－」…講師・
渡辺麻里子さん（弘前大学人文社会
科学部教授・弘前学院大学非常勤講
師）／「近世津軽の農書、日記・家
記類にみる方言語彙」…講師・藁科

勝之さん（弘前学院大学大学院文学
研究科教授）
▽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）

☆星まつり inそうま2016
ロマントピア“舞”コンテスト
▽とき　７月 17 日（日）、午前 11
時～午後５時（雨天決行。大雨・強
風の場合は中止）
▽ところ　星と森のロマントピア

（水木在家字桜井）
▽内容　個性あるよさこいチームに
よる「ロマントピア“舞”コンテス
ト」（花嵐桜組特別出演）、ストリー
トダンス、りんご娘、りんご飴マン、
出店など
▽入場料　無料
※観客の皆さんが審査員となりま
す。
■問岩木山商工会（☎ 82・3325）

講演会「自然治癒力を高め、
健康で長生きを（統合医療に
ついて）」
▽とき　７月 20 日（水）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）中会議室
▽内容　①午後１時～＝講演会…講
師・今充さん（弘前大学医学部名誉
教授）／②午後２時半～＝個別健康
相談、押し花しおり作り、抹茶の癒

「弘前ブータンプロジェクト」
キックオフセミナー
　市では、弘前大学との連携により、
りんごを通じた国際貢献の一環とし
て、「世界一幸せな国」と称されな
がら技術的に立ち遅れている、ブー
タン王国におけるりんごの苗木生産
から栽培、加工までの技術向上を図
るため、「弘前ブータンプロジェク
ト」を立ち上げました。
　最初の企画として、専門家による
基調講演と実際に訪問調査した市民
による報告会を行います。
▽とき　７月 12 日（火）
　　　　午後５時半～７時
▽ところ　市民会館（下白銀町）１
階大会議室
▽内容　基調講演…講師・前田奈緒
里さん（広島県立庄原実業高校教諭、
JICA 青年海外協力隊ブータン王国
派遣者）／帰弘報告…報告者・ブー
タン王国訪問調査市民
▽定員　100 人
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問りんご課（☎ 40・7105）

ヒロロスクエア夏のイベント

【ママフェスタ・夏】
▽とき　７月 16 日（土）
　　　　午前 10 時～午後２時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　ママサークルのハンドメイ
ド作品の販売／夏向け野菜たっぷり

洋館（大正浪漫喫茶室、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)

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　７月２日・16 日の午前
11 時～ 11 時半、７月９日の午
後３時～３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・おばけ」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 23 日（土）
　　　　午後２時～２時 40 分
▽ところ　弘前図書館２階視聴覚
室
▽対象　小学生＝ 80 人（幼児も
可）
▽語り手　おはなしボックス
～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　13 日～ 18 日

【講習会など】
●マツの手入れ実習　９日、午後
１時半～３時半
●アジサイの栽培とせん定　16
日、午後１時半～３時半
●バラの夏季せん定と管理　23
日、午後１時半～３時半
●訪問相談　９日・23 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）

　本年度のプール利用についてお知らせします。健康
維持のためにも積極的にご利用ください。
▽開場時間および休場日
①第２市民プール（中野３丁目、☎ 37・1950）
▽開場期間　７月２日～９月４日の午前 9 時～午後
６時（月曜日休場）
②第 3 市民プール（八幡町３丁目、☎ 37・1951）
▽開場期間　７月２日～９月４日の午前 9 時～午後
６時（木曜日休場）
③城北ファミリープール（八幡町１丁目、☎ 37・
1952）
▽開場期間　７月２日～９月４日の午前 9 時半～午

後５時（火曜日休場）
④岩木 B ＆ G 海洋センタープール（兼平字猿沢、☎
82・5700）
▽開場期間　９月 11 日までの午前 9 時～午後９時

（夏休み期間は毎日開場）
～共通事項～
▽料金　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。住所や年齢などを確認
できるものの提示を。
※その他の利用料金は、施設ごとに設定されています
ので、市ホームページなどでご確認ください。
■問開場期間中は各プールへ。①②③のプール開放日以
前は、市体育協会（☎ 37・5508）へ。

市のプールが開場！


