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ひろさきアフタースクール
2016弘南鉄道大鰐線応援
プログラム～第１弾～

【つり革に願いを 2016 ～みんな
を乗せた「ゆめ列車」出発進行！】
　大鰐線のつり革に夢や願いごとが
書けるよ♪
▽とき　８月 20 日（土）、集合＝
午後０時 10 分、解散＝午後４時こ
ろ
▽集合場所　中央弘前駅（吉野町）
▽会場　津軽大沢駅（大沢字稲元）
▽内容　津軽大沢駅構内見学、つり
革制作、記念撮影など
※中央弘前駅から津軽大沢駅まで電
車に乗って移動します。子どもは乗
車賃無料ですが、保護者は乗車券を
購入する必要があります。
▽対象　小学生とその家族＝ 30 組
▽参加料　小学生1人につき500円
■問 ８月 10 日までに、ひろさきア
フタースクール事務局（境さん、
☎ 携 帯 090・1935・5527、 ■Ｅ
anyotherapy@yahoo.co.jp）へ。

こどもの森８月の行事

◎月例登山「盛夏の山　太陽の道」
▽とき　８月 21 日（日）、午前９

時半～午後２時半（雨天決行）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、替えの下
着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
◎カブト・クワガタ展　
▽とき　８月７日（日）まで
▽入場料　無料
～共通事項～
▽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）
■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）

ファミリーコンサート

▽とき　８月 26 日（金）、午後６
時～（開場は午後５時半）
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▽ 出 演　 長 谷 川 健 Swing Hat 
Jazz Orchestra　
▽入場料　500 円（高校生以下は
無料）
■問イキイキ健康クラブスマイル（川
村さん、☎ 39・6655）
※平成 28 年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

盲目の先生～命の授業～
「見えないから見えたもの」
　発展途上国に障がい者の職業訓練
校を設立した竹内昌彦さんを招いた
講演会を開催します。
▽とき　８月 27 日（土）、午後２
時～（受け付けは午後１時～）
▽ところ　岩木文化センターあそ
べーる（賀田１丁目）
▽講師　竹内昌彦さん
▽定員　500 人（先着順）
▽参加料　無料
■問８月 23 日までに、ファクスまた
は E メール（氏名・連絡先を記入）
で、さくらジョブネット事務局（弘
前大学教育学部附属特別支援学校
内、 ☎ 携 帯 090・7060・2887、
■Ｆ 36・5012、 ■Ｅ yanagawa@
hirosaki-u.ac.jp）へ。

世界アルツハイマーデー
記念講演会 in弘前
▽とき　８月 27 日（土）、午後１

時半～４時半
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　記念講演…髙見国生さん

（認知症の人と家族の会代表理事）、
実践発表…東海林幹夫さんほか（弘
前大学附属病院もの忘れ外来医師）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 2016 年度世界アルツハイマー
デー記念講演会 in 弘前事務局（七
峰会内、☎ 33・8861）

第６回市民すこやか
ペタンク交流大会
▽とき　８月 27 日（土）
　　　　午前８時 50 分～正午
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター

（八幡町１丁目）多目的広場
▽内容　初心者に簡単な講習を行っ
た後、４回戦のゲームを行う
▽対象　市民
▽参加料　500 円（当日徴収）
▽申し込み　当日会場で受け付け
■問弘前市ペタンク協会（葛西さん、
☎ 88・3480）

第33回レッツウォーク
お山参詣参加者募集
　お山参詣は、昔から受け継がれて
きた、五穀豊穣（ほうじょう）・家
内安全を岩木山に祈願する集団登拝
行事です。
▽とき　８月 31 日（水）
▽日程　受付…午前７時半（岩木文
化センターあそべーる〈賀田１丁目〉
前）／行列出発…午前８時半／解散
…午後３時ころ
※天候により変更の場合あり。
▽定員　300 人（先着順）
▽参加料　2,000 円
▽注意　服装は上下とも白系統／約
６㎞の歩行になるので、運動靴など
歩きやすい履き物で参加を。
■問８月 15 日までに、レッツウォー
クお山参詣実行委員会事務局（岩木
山観光協会内、☎ 83・3000、■Ｆ
83・3001）へ。

ふるさと探訪バスツアー

　津軽の魅力を再発見してもらうこ
とを目的に開催します。

▽とき　９月 10 日（土）、午前８
時～午後６時（小雨決行）
▽集合　①午前８時半までに、弘前
運動公園（豊田２丁目）駐車場へ／
②午前８時 50 分までに、JR 弘前
駅城東口バスプールへ
▽訪問コース　
○Ａコース…津軽バイオマスエナ
ジー（平川市）～竹浪酒造店（板柳町）
～ふるさとセンター（板柳町／昼食）
～高照神社（弘前市）～白神山地ビ
ジターセンター（西目屋村）～津軽
ダム（西目屋村）
○Ｂコース…大円寺（大鰐町）～刀
鍛冶作業場・第１田んぼアート（田
舎館村）～第２田んぼアート（田舎
館村／昼食・見学）～禅林街座禅体
験（弘前市）～玉田酒造店（弘前市）
～最勝院（弘前市）
▽対象　弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村に在住の人＝各コース 40
人
▽参加料　1 人 2,000 円（昼食代・
入場料・損害保険料を含む）
※直前のキャンセルは参加料を後日
請求しますので、ご注意ください。
▽申し込み方法　8 月 19 日（消印
有効）までに、はがきまたはＥメー
ル（希望のコース・バスの乗車場
所・参加者それぞれの郵便番号・住
所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で、フラワー観光「ふるさと探訪
バスツアー」係（〒 036・8053、
和泉２丁目１の１、■Ｅ hirosaki@
flower-travel.com）へ。
※はがきまたは E メール１通で２
人まで（はがきは代表者に○印を記
入）。応募多数の場合は抽選で決定

（初参加の人を優先）し、結果は当
選者のみに通知します。
■問 フラワー観光（☎ 26・2112、
日曜日・祝日は除く）
※詳しくは津軽広域連合ホームペー
ジ（ ■Ｈ http://tsugarukoiki.jp/）
をご覧ください。

弘前・黒石地区親子
クッキングコンテスト
▽とき　10 月２日（日）
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）調理学実習室
▽テーマ　「わが家のおいしいごは
ん」

▽対象　弘前市・黒石市在住の親（保
護者）と子（小学生）の２人１組
▽調理の条件　食材費＝ 2,000 円
程度（４人分）／調理時間＝
60 分（盛り付け時間を含む）
■問９月 12 日ま
でに、弘前ガス

（☎ 27・9100）
へ。

相続登記に関する市民講座

▽とき　８月９日（火）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　青森地方法務局弘前支局

（早稲田３丁目）２階会議室
▽内容　「相続登記を早めに済ませ
ましょう～困った！土地・建物が処
分できない～」
▽講師　青森地方法務局弘前支局統
括登記官
▽受講料　無料　
▽定員　20 人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
■問青森地方法務局弘前支局（☎青森
0172・26・1150）

こども美術セミナー

▽日程と内容　８月 11 日（木・祝）、
①午前 10 時～午後３時＝国宝・紅
白梅図屏風（原寸大レプリカ）など
の展示／②午前 10 時～＝描いたか
な？夏休みの絵（ワークショップ、
当日は作品の持参を）／③午前 11
時～＝感じる・学ぶ上手な絵（全国
展の優秀作品の解説）／④午前 11
時半～＝紅白梅図屏風と津軽のおは
なし／⑤午後１時～＝スタンプで絵
はがき作り（先着 30 人）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース（②は多世代交流室
２）
▽講師　秋田豊さん（大潮会県支部
長）
▽対象　①・③・④・⑤＝一般／②
＝小学生 20 人（先着順）
※②は事前の申し込みが必要。
▽参加料　無料
■問 ８ 月 １ 日 ～ ７ 日 に、 美 育・
食 育 は な か（ 工 藤 さ ん、 ☎ 携
帯 090・9747・7480、 ■Ｅ

■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

hanakafamily@gmail.com）へ。
※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。

ベテランズセミナー

▽とき　８月 25 日（木）
　　　　午前 10 時～ 11 時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽内容　かしこい年金生活
▽講師　県金融広報アドバイザー

（ファイナンシャルプランナー）
▽対象　おおむね 60 歳以上の市民
＝ 30 人程度
▽受講料　無料
■問８月 22 日までに、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.lg.jp
火曜日は休み）へ。

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１・３土曜日の午前
11 時～ 11 時半／第２・４土曜
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　「のりもの」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
◎本とあそぼう全国訪問おはなし
隊
▽とき　８月 11 日（木・祝）、
午前 10 時～ 11 時（雨天決行）
▽ところ　弘前図書館東北電力側
正面玄関前、２階視聴覚室
▽内容　絵本、児童書を約 550
冊乗せたキャラバンカーでの自由
閲覧と、おはなし隊によるおはな
し会（参加者へのお土産もありま
す）
▽対象　おおむね２歳～８歳
～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）

弘前図書館 ８月の
催し

８
月
の
催
し

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会　ペルセウス座流星群
を寝転んで見よう
▽とき　８月 12日（金）
　　　　午後８時～ 10時
★観察会　縦一列に並ぶ土星、火
星、アンタレス
▽とき　８月 24日（水）
　　　　午後７時～９時半
～共通事項～
▽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。
※８月は休館日はありません。
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233）

 教室・講座


