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　学科試験や実技試験にチャレンジ
してゲットしよう！詳しくは問い合
わせを。
■問城北公園交通広場事務室（☎
33・6755）

藤田記念庭園夜間開園

　弘前ねぷたまつりの開催にともな
い、一部の期間特別開園します。期
間中のイベントなどについては、市
みどりの協会ホームページをご覧く
ださい。
▽とき　8月 1日～ 4日
　　　　午後５時～９時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）洋館（藤田謙一資料室）、高台部、
低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子供＝
100円　
※広報ひろさき７月１日号の 19
ページ「藤田記念庭園夜間開園」で
お知らせした７月 23日の夜間開園
について、大正浪漫喫茶室の営業は
午後５時までとなります。
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

ヒロロスクエアのイベント

【親子一緒に英語で１．２．３！】
▽とき　８月４日（木）
　　　　午前10時半～ 11時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽対象　０歳～就学前までの子ども
とその保護者＝25組（先着順）
▽参加料　無料

※事前の申し込みが必要。
【DANCE 交流文化祭 2016】
　ダンスの部活やサークル、同好会
単位での成果発表・交流の場です。
▽とき　８月５日（金）
　　　　午後０時半～７時
▽ところ　ヒロロ４階市民文化交流
館ホール
▽参加料　2,000円
※チケット取り扱いについては、
ひろさき芸術舞踊実行委員会（☎
88・6499）まで問い合わせを。
■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〉）

市民ゴルフ場選手権
スクラッチゴルフコンペ

▽とき　８月７日（日）
　　　　午前８時半～午後１時
▽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／スルー・ザ・グリーンオー
ル６インチプレース
▽定員　16人（４組）
▽参加料　3,000円（昼食付）
※事前の申し込みが必要。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

太宰治ドラマリーディング
夏の定期公演2016
▽とき　８月６日（土）
　　　　午後２時～３時

▽ところ　太宰治まなびの家（旧藤
田家住宅、御幸町）
▽上演作品（予定）　「たずねびと」、
「海」、「リイズ」、「満願」、「やんぬ
る哉」　
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。キング松
森町店の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携
帯090・3123・3861） 
※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。

弥生いこいの広場のイベント

◎Mission! 昆虫お兄さんを探せ !
　“昆虫お兄さん”を探し出して、
カブトムシとの交換カードをもら
い、カブトムシを手に入れよう！
▽とき　８月７日（日）、午前 10
時～正午（雨天中止）
▽参加料　無料（動物広場入園料が
必要となる場合あり）
※事前の申し込みは不要。カブトム
シがなくなり次第終了。
◎ポニーや動物たちと遊ぼう！
▽日程　８月９日（火）、午前８時
半＝追手門広場集合、午前９時＝バ
ス出発、午後３時半＝追手門広場解
散（雨天決行）
▽対象　小学生＝50人　
▽参加料　1,000円（当日徴収）
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　タオル、着替え、帽子、
おにぎり
※豚汁と飲み物を用意します。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

放送局を見に行こう！
夏休み子ども見学会
　ラジオ番組への出演や、テレビの
スタジオなどを見学して、情報産業
を学びます。
▽とき　８月９日（火）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　RAB青森放送（青森市
松森１丁目）
▽対象　小学校４年生～６年生（保
護者同伴）＝10組
※応募多数の場合は抽選で決定。

■問８月３日までに、青森県総合社会
教育センターあおもり県民カレッジ
事務局（☎青森017・739・0900、
■Ｅ alis02@jomon.ne.jp）へ。

第39回「愛の広場」　　　
レクリエーションの集い
　心身障がい児者と家族、ボランティ
ア、市民がレクリエーションを通し
て楽しく交流を深め、自らの活動意
欲を奮い起こすとともに、社会生活
に融合することを願い開催します。
▽とき　８月11日（木・祝）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽内容　○×クイズ／玉入れ／ひま
わりの会ダンスパフォーマンス／カ
ラオケ／りんご娘＆アルプスおとめ
ライブ／よさこい弘前厚生学院
▽参加料　無料
▽その他　ボランティアスタッフを
募集しています。
■問７月 29日までに、市社会福祉協
議会（宮園２丁目、☎ 33・1161、
■Ｆ 33・1163）へ。

山の日の集い

▽とき　８月 11 日（木・祝）、午
前６時半集合（小雨決行）
▽ところ　岩木山（赤倉コース）
※大石神社（大森字勝山）集合・解散。
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　1,000 円（保険料など
として）
▽申し込み方法　７月 27 日まで
に、はがきか Eメール（住所・氏
名・生年月日・性別・電話番号を記
入）で、弘前勤労者山岳会（〒036・
8115、広野１丁目 16 の 11、竹
内 さ ん あ て、 ■Ｅ kndrm915@
yahoo.co.jp）へ申し込みを。ホー
ムページからも申し込みできます。
■問弘前勤労者山岳会（☎携帯090・
7074・3979）

「山の日」制定記念
白神のブナ林を学ぼう
▽とき　８月 11 日（木・祝）、午
前９時～午後４時半（小雨決行）
▽ところ　西目屋村津軽峠周辺
▽内容　植樹体験、ブナ林散策など

▽集合　津軽森林管理署（豊田２丁
目、運動公園隣）
※開催場所まではバスで移動。
▽対象　小学生以上＝ 40人（先着
順）
※小学生は保護者同伴。
▽持ち物　雨がっぱ、長靴、タオル、
長袖、長ズボン
▽参加料　1,000円（昼食、飲み物、
記念品、傷害保険料代として）
※事前の申し込みが必要。
■問津軽森林管理署（福長さん、☎
27・2800）

第３回ふれあいフェスティバル

～パラリンピック種目を体験しよう～
▽とき　８月14日（日）
　　　　午後１時半～５時
▽ところ　①市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）／②弘前駅
前公園
▽内容　①車いすバスケ、シッティ
ングバレー、ボッチャ、障害体験な
ど／②開会式、トーチラン
▽参加料　無料
※トーチランは、７月31日までに、
E メ ー ル（genki0916@gmail.
com）で申し込みを（先着200人）。
■問第３回ふれフェス実行委員会
（石田さん、☎携帯 080・6793・
0989、 ■Ｅ taiyaki7129@gmail.
com）

博物館夏休みイベント

「ねぷた絵の見方が変わる！－絵師
による実演と、おもしろ描画体験－」
▽とき　８月21日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ロビー
▽内容　ねぷた絵の基本的解説、絵
師による実演、髪・ひげの描画やボ
カシ塗りの体験など
▽講師　博物館学芸員、川村麗巴さ
ん（ねぷた絵師）
▽対象　小・中学生＝ 30人（先着
順、保護者同伴可）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　８月１日の午前８
時半から、電話で受け付け
▽その他　参加者には博物館オリジ
ナル缶バッジをプレゼントします。
■問市立博物館（☎35・0700）

ひろさき美術館
～武家屋敷×アート～
「マレビトの祀（まつ）り」
　仲町伝統的建造物群保存地区に点
在する４棟の武家屋敷を会場に、４
人の作家が個展形式で展覧会を行い
ます。
▽とき　７月 30 日～８月 12 日、
午前 10時～午後４時
※８月１日～７日は午前 9時～午
後４時。最終日は午前 10時～午後
１時。
▽ところ　仲町伝統的建造物群保存
地区公開武家屋敷（若党町）
▽展示作家　蒔苗正樹（旧伊東家）、
岩井康賴（旧梅田家）、坂本憲史（旧
笹森家）、塚本悦雄（旧岩田家）
▽入場料　無料
▽その他　８月６日の午後１時か
ら、旧伊東家でアーティストトーク
を行います
■問弘前アートプロジェクト実行委員
会（harappa 内、☎ 31・0195、）
※平成28 年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

子ども免許証を発行

　城北公園交通広場（田町３丁目）
では、交通ルール順守の意識啓発を
図ると共に、子どもの交通事故防止
を図るため、７月 30日から小学生
以下の子どもを対象に、「子ども運
転免許証」の発行を期間限定で行い
ます。

▲青森県弘前市俯瞰地図
（大正５年）部分

▲平成27年茂森新町のねぷた
絵

　江戸時代に築かれた弘前の町が明治、大正、昭和へと
時とともに移り変わる様子を、絵図や地図で紹介します。
また、そこで暮らした人々が八幡宮祭礼行列やねぷた祭
りに参加した様子を、巻物や昨年知事賞に輝いた茂森新
町のねぷた絵などを展示して紹介します。
▽開催期間　７月 23日～９月 25日の午前９時半～午
後４時半（８月15日、９月 20日を除く）
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
▽観覧料　一般＝ 280（210）円／高校・大学生＝
140（100）円／小・中学生80（40）円
※（　）内は 20人以上の団体料金。また、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を提示を。
■問市立博物館（☎35・0700）

市立博物館企画展２
「まち・ひと・くらし－移り変わる弘前－」

小・中学生には博物館
オリジナル缶バッジを
プレゼント !!

 


