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◎おたのしみおはなし会
▽とき　①第１・３土曜日＝午前
11 時～ 11 時半／②第２・４土
曜日＝午後３時～３時半
▽内容　「春・花・虫」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
▽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
▽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 ５月の
催し

緑の相談所 ５月の
催し

【展示会】
●青森県おもと美術展　３日の正
午～６日、午前９時～午後５時
●みちのく山草会盆栽展　18日
～ 21日
●盆遊会盆栽展　26日～ 28日

【講習会】
●コチョウランの栽培管理　13
日、午後１時半～３時半
●山野草の増やし方　20日、午
後１時半～３時半

弘前城植物園での催しなど
●深山霧島展　27日・28日
●移動緑の相談所　27日・28日

【植物園・弘前城有料区域
　　　　　　　　　　無料開放】
　28日は、年に一度の無料開放
日です。市みどりの協会の樹木医
が案内する観察会も行っています
ので、この機会にぜひおいでを。
▽時間　午前９時～午後５時

【弘前城植物園…今月見られる花】
ハンカチツリー、ツツジ、西洋シャ
クナゲ、ボタンなど
■問緑の相談所（☎33・8737）

▽とき　午前 10 時～午後１時
▽定員　４～５人程度のグループや
親子 10 組程度（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　１組 4,000 円
▽内容　県産食材を使った野外料理
作り
◎工作教室
▽とき　午後２時～３時
▽参加料　200 円
◎乳しぼり体験（５月 20 日のみ）
▽とき　①午前 10 時半～ 11 時半、
②午後１時半～２時半
▽参加料　無料
※人数を制限する場合があります。
◎ SUV 車展示とアイサイト体験
▽とき　【展示】午前９時～午後５
時まで　【体験（21 日のみ）】①午
前 10 時～正午、②午後１時～３時
▽参加料　無料
◎スラックライン体験
▽とき　午前 10 時～午後４時
○インストラクターによるデモンス
トレーション（21 日のみ）
▽とき　①午前 11 時半～正午、②
午後２時半～３時
▽参加料　無料
◎リップスティックほかスポーツ
トーイの体験
▽とき　午前９時～午後５時
▽参加料　無料
◎青森県内オートキャンプ場紹介
コーナー
▽とき　午前９時～午後５時
～共通事項～
※参加料の記載のないものは無料。
内容が変更になる場合がありますの
で、詳しくは問い合わせを。
■問 弥 生 い こ い の 広 場（ ☎ 96・
2 1 1 7 、 ■Ｈ h t t p : / / w w w.
hirosakipark.or.jp/yayoi/
index.html）

世界文化遺産をめざす
縄文遺跡めぐり

　
　世界文化遺産登録をめざす「北海
道・北東北の縄文遺跡群」の構成資
産 16 遺跡の中の２遺跡である岩手
県一戸町「御所野遺跡」と青森県八
戸市「是川遺跡」を巡ります。
▽とき　６月３日（土）　（雨天決行、
荒天の場合は内容を変更する場合あ
り）
▽集合・解散　午前７時 45 分まで

にＪＲ弘前駅城東口の駐車場前受付
場所へ集合。解散はＪＲ弘前駅城東
口で午後５時半ごろを予定
▽対象　高校生以上の市民
▽定員　40 人（応募多数の場合は
抽選とし、結果を連絡します）
▽参加料　3,000 円
▽持ち物　昼食、おやつ、飲み物、
汗ふきタオル、雨具、筆記用具など
▽申し込み方法　５月 15 日（必着）
までに、郵送かファクス（郵便番号、
住所・氏名・年齢・性別・電話番号
を記入）し、申し込みください。
■問弘前縄文の会（今井二三夫さん、
〒 036・8333、若党町 75 の２、
☎兼■Ｆ 32・9272）
※平成 29 年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

街の魅力再発見！
ひろさきウォークラリー大会
　弘前公園周辺を会場に、街並みや
自然に触れながらウォークラリーを
楽しみ、コミュニケーションづくり、
健康づくりを体験します。
▽とき ６月４日（日）、午前 10 時
～午後０時 15 分（受け付けは午前
９時 40 分まで）
▽集合　弘前公園ピクニック広場
▽対象　市民＝ 100 人（先着順）
▽参加料　１家族 500 円（保険料
を含む、当日徴収）
▽申し込み方法　 電話かファクス
またはＥメール（氏名・連絡先・参
加人数・年齢を記入）で、５月 31
日までに申し込みを。
※当日参加も可。
■問 ひろさきレクリエーション協会

（ ☎ 携 帯 070・3996・3873、 ■Ｆ
55・8723、 ■Ｅ npo.hirorec@
gmail.com）
※平成 29 年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

介護食士３級養成講座

▽とき　５月 13 日～ 10 月 28 日
の隔週土曜日、午前９時～午後２時
50 分（全 13 回）
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部（小比内３丁目）

▽定員　30 人（先着順）
▽受講料　6 万 5,500 円（実習材
料費・テキスト・資料代などを含む。
分納可）
※詳しくはお問い合わせください。

【無料体験授業】
　介護食に関心のある人は誰でも参
加できます。
▽とき　５月 12 日・13 日のいず
れか１日、午前９時～ 11 時半
※申し込みは前日まで。
▽申し込み方法　電話かＥメール

（件名に「介護食士問い合わせ」と
記入し、本文中に氏名・電話番号を
記入）で申し込みを。
■問 弘前医療福祉大学短期大学部介
護食士養成講座係（☎ 27・1001、
■Ｅ office@jyoto-gakuen.ac.jp）

桜の枝の草木染めと
こぎん刺し体験教室
　草木染めで糸を染め、その糸を
使ってこぎん刺しのコースターを
作ってみませんか。
▽ と き　 草 木 染 め ＝ ５ 月 20 日

（土）、午前９時半～ 11 時半／こぎ
ん刺し＝５月 27 日（土）、午前９
時半～正午
※２日間で１セットの講座です。
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　草木染め＝佐藤芳子さん

（りんご工房）、こぎん刺し＝須藤郁
子さん（弘前こぎん研究所）
▽対象　小学校５年生以上＝ 15 人
※小学生以下は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽持ち物　草木染め＝エプロン、ゴ
ム手袋
※初参加の人を優先します。
■問５月７日から、弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（☎ 36・3388、午
前９時～午後４時、月曜日は休み）へ。

あおもりいのちの電話
新人養成講座
①「いのちの電話って何？」～あお
もりいのちの電話の理論と実際～
▽とき　５月 20 日（土）、午後 2
時～ 4 時
②豊かな感性を身につけよう？？？
～感性を高めるグループワーク～
▽とき　５月 27 日（土）、午後２

時～４時
～共通事項～
▽ところ　弘前社会福祉センター

（宮園２丁目）
▽講師　あおもりいのちの電話研修
委員
▽参加料　１講座 1,000 円
▽申し込み方法　５月 12 日までに
ファクスで申し込みください。
■問あおもりいのちの電話事務局（☎
38・4343、 ■Ｆ 38・5355、 平 日
の午後１時～５時）

親子でショートテニス教室

▽とき　５月 20 日、９月 30 日の
午前９時～正午
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）体育館
▽講師　豊巻哲司さん（青森県ソフ
トテニス連盟スタッフ）
▽対象　幼児～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　各回の３日前まで
に、ファクスかＥメール（住所、氏
名〈ふりがな〉、性別、生年月日、
学年、連絡先、テニス経験の有無を
記入）で申し込みを。
■問 岩 木 山 総 合 公 園（ ☎ 83・
2311、 ■Ｆ 83・2635、 ■Ｅ info@
iwakisansportspark.com)

平成29年度
弘前市女性大学受講生募集
　身近な課題を取り上げ、より良い
地域づくりのため開講します。市政・
時事・文化・音楽などについての入
門編の講座です。開講式では、佐々
木健さん（市教育長）による講義を
行います。
▽とき　５月 29 日～平成 30 年３
月 12 日（ 全 10 回）、午前 10 時
～正午
※内容により時間の変更あり。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ほか
▽対象　市内在住の女性
▽受講料　年 3,500 円（資料代・
通信費として）
▽申し込み方法　５月 10 日の午前
10 時から、受講料を添えて事務局
へ（電話での申し込みは不可）。また、
途中回からの受講もできますが、受

 教室・講座

追手門広場
フリースタイルマーケット
　衣類を中心にさまざまな商品があ
りますので、ぜひおいでください。
また、出店者も募集しています。
▽とき　５月 21 日、６月 18 日、
７月 16 日、８月 20 日、９月 17 日、
10 月 15 日の午前 10 時～午後 3
時（雨天の場合は翌週に延期）
▽ところ　追手門広場（下白銀町）
■問 市立観光館（☎ 37・5501、■Ｈ
http://www.hirosaki-kanko.
or.jp/）

弥生いこいの広場
「OUTDOORフェス2017」
　弥生いこいの広場（百沢字東岩木
山）オートキャンプ場を会場に５月
20 日・21 日に開催します。
◎コールマンの最新モデルテントの
展示および宿泊体験
▽とき　①展示…午前９時～午後５
時／②宿泊体験…５月 20 日の午後
５時半～ 21 日の午前８時半
▽参加料　無料　
※キャンプ場の使用料は別途必要。
応募多数の場合は抽選で決定。
◎県産品販売コーナー（有料）
▽とき　午前 11 時～（無くなり次
第終了）
◎野外料理講座

講料の軽減はありません。
■問弘前地区女性会事務局（弘前文化
センター１階、市社会教育協議会内、
☎ 31・3010、火・日曜日、祝日
を除く午前９時～午後５時）   

伝統文化
こどもいけばなクラブ
▽とき　６月～ 12 月（月１回）の
午前 10 時半～ 11 時半
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽対象　小・中学生＝ 20 人（先着
順）
▽参加料　各回 500 円（花材費と
して）
▽持ち物　筆記用具、ノート、水ふ
き用タオル、花入れ用の袋または新
聞紙
▽申し込み期限　５月 26 日
※詳しくは問い合わせを。
■問華道家元池坊弘前支部（葛西さん、
☎ 27・0054）


