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　津軽地方独自の庭園様式である「大石武学流庭園」
は、その高い文化財的価値から、黒石市の金平成園、
平川市の盛美園と清藤氏書院庭園、そして当市の瑞楽
園が国の名勝に指定されています。
　今回、大石武学流庭園を後世に守り伝えていくため
に、バスツアーおよびサミットを開催しますので、奮っ
てご参加ください。
【大石武学流庭園めぐりバスツアー】
▽とき　8月 11日（木・祝）、午前 9時～正午（集
合は午前９時）
▽集合　ホテルナクアシティ弘前（大町１丁目）
▽コース　瑞楽園→盛美園→金平成園→ホテルナクア

シティ弘前前解散
▽定員　50人
▽参加料　1,000 円（入園料、傷害保険料、飲み物
代を含む）
▽申し込み方法　往復はがき、ファクスまたはEメー
ル（郵便番号・住所・氏名・連絡先を記入）で、文化
財課へ申し込みを。
【大石武学流庭園サミット】
▽とき　８月11日（木・祝）、午後１時～４時
▽ところ　ホテルナクアシティ弘前
▽内容　基調講演、講演、パネルディスカッション、
共同宣言
▽出演者　涌井史郎さん（東京都市大学教授）、内山
貞文さん（ポートランド日本庭園ガーデン・キュレー
ター）、北山安夫さん（北山造園代表）、今井二三夫さ
ん（弘前文化財保存技術協会理事長）、髙樋憲さん（黒
石市長）、長尾忠行さん（平川市長）、葛西憲之（弘前
市長）
▽参加料　無料　
※事前の申し込みは不要。
■問 い 合 わ せ・ 申 込 先　文化財課文化財保護
係（〒 036・1393、賀田１丁目１の１、☎ 82・
1642、ファクス 82・2313、Eメール bunkazai@
city.hirosaki.lg.jp）

　   暮らしの
nformation

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

■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

　1594年、津軽為信は堀越城を改修し、大浦城から
拠点を移します。その後17年間、堀越城は津軽の中
心として栄えました。1611年、２代藩主・信枚（の
ぶひら）は、高岡城（後の弘前城）を築城。堀越城か
ら拠点を移し、現在の弘前市の基礎を築きました。
　この堀越城や弘前城は、津軽氏の足跡を示す城跡と
して、国の史跡に指定されています。堀越城跡では、
現在、史跡公園化を目指し、整備事業が進められてい
ます。また、弘前城跡では、本丸石垣の解体修理に向
けて発掘調査や工事の準備などが本格化しています。
　今回、整備や発掘が進むこれらの城跡などをバスで
巡るツアーを開催します。この機会に実際の城跡を訪
れ、弘前の歴史を肌で感じてみませんか。
～共通事項～
▽集合　午後１時までに、市立観光館（下白銀町）バ
スプールへ。
※雨天決行（雨天時は雨具や長靴などの用意を）。
▽定員　各コース40人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、動きやすい服装
▽受け付け開始　７月25日から電話で受け付け（両
コースへの重複申し込みはできません）
▽受付時間　午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日
を除く）
■問い合わせ・申込先　文化財課埋蔵文化財係（☎
82・1642）

▲昨年度のツアーの様子
（如来瀬石切丁場跡）

▲整備が進む堀越城跡

 

大石武学流庭園

Aコース
津軽為信の居城「堀越城跡」と
石川高信の居城「石川城跡」を
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ひろさき歴史体感ツアー

▽とき　８月 27
日（土）、午後１
時～４時

Bコース
如来瀬石切丁場跡と
弘前城跡本丸石垣を
巡る

▽とき　８月 28
日（日）、午後１
時～４時
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 イベント
白神まるごと体験博覧会

～白神山地を遊び尽くそう！～
　登山やトレッキングのほか、白神
の清流を登るシャワークライミング
や緩やかな渓谷でのラフティング、
白神岳を海から眺めるシーカヤック
などを実施します！
▽期間　９月30日まで
※詳しくはホームページ（http://
www.shirakami-cal.jp/）をご覧
ください。
■問青森県環境生活部自然保護課（☎
青森017・734・9257）

こどもの森７月の行事

○カブト・クワガタ展　
▽とき　７月 24日～８月７日、午
前８時半～午後４時半
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）
▽入場料　無料
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

弘南鉄道大鰐線を利用して
イベントへでかけよう！
　弘南鉄道大鰐線を利用して、家族・
友だちと一緒に出かけませんか？
○大仏公園あじさいまつり
▽とき　７月31日まで
▽ところ　石川大仏公園
▽特別イベント　７月 10日（日）、
午前 10時～＝紙ひこうき大会／午
前11時～＝ジャズ演奏
※まつり期間内に俳句コンテストを
実施。入選作品は弘南鉄道大鰐線の
電車内に掲示されます。 
■問石川町会（工藤さん、☎ 92・
3215）
○第３弾復活！「西弘ちょうちんま
つり」
▽とき　７月 16 日・17 日、午後
５時～９時
▽ところ　西弘商店街周辺

▽内容　スクールバンド、チアリー
ディング、ライブなど
■問西弘商店街維持振興会（馬場さん、
☎35・5519）

親子deチャレンジ
わくわくクイズラリー
▽とき　７月23日～８月 21日
※回答カードの配布は、７月 23日
の午前 10 時からこども絵本の森
（駅前町、ヒロロ３階）受付カウン
ターで行います（クイズラリー開催
期間中は休館日を除く毎日配布）。
▽ところ　こども絵本の森
▽内容　物語に関するクイズの回答
を回答カードに記入してください。
クイズはこども絵本の森の閲覧室の
どこかに隠してあるので、探して挑
戦しよう！ 10 問全問正解者には、
おめでとうカードと景品をプレゼン
ト（先着50人）。
▽対象　小学生以下
▽参加料　無料
■問こども絵本の森（☎ 35・0155、
毎月第３木曜日は休館日）

あすなろ交流会

　精神障がいの人とその家族を中心
とした交流会です。
▽とき　７月26日（火）
　　　　午前10時半～午後２時半
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）主競技場
▽内容　体験発表、音楽演奏、分科
会
▽参加料　無料（昼食は各自で用意
を）
※事前の申し込みは不要。
▽持ち物　室内用シューズ
■問第 23 回あすなろ交流会事務局
（県立精神保健福祉センター内、佐々
木さん、☎青森017・787・3951
〈月・金曜日の午前10時～午後３時〉）

弘前学院大学
父母と教職員の会講演会
▽とき　７月30日（土）　
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼

拝堂
▽内容　講演「方言の魅力 青森県
の方言」…講師・今村かほるさん（文
学部教授）、柾谷伸夫さん（八戸市
公民館館長）、三橋光子さん（津軽
弁語り部）
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学総務課（☎ 34・
5211）

「弘前×フランス」
プロジェクト7月企画

「Bix&Marki と交流しよう！」
▽とき　7月 30 日（土）、午後３
時半～４時半…フランス語への目覚
め教室、午後５時～…コンサート
▽ところ　めん房たけや（稔町）
▽内容　音楽ユニットBix&Marki
によるフランス語入門、オリジナル
フレンチポップのコンサートを通じ
た交流
▽対象　市民
▽参加料　無料（１人１品以上の注
文をお願いします）
※事前の予約も可。
■問 めん房たけや（☎兼■Ｆ 36・
8938）／「弘前×フランス」プ
ロ ジ ェ ク ト（ ■Ｅ frenchpj@
hirosaki-u.ac.jp）
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ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］
★観察会（みずがめ座δ〈デルタ〉
流星群に願いを懸けよう）
▽とき　７月 28日（木）
　　　　午後８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。
■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〉）


