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認知症の人と家族のつどい
▽とき　５月28日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問認知症の人と家族の会青森県支
部（弘前地域世話人・中畑さん、☎
44・4959〈午後６時以降〉）

ヒロロスクエアイベント

【ぷらっとシアター　人形劇団え
りっこ『いきてるよ』 併演『あかず
きん』】
▽とき　６月４日（日）、午前 11
時 15分～（午前11時開場）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽チケット　前売 500 円（3歳以
上）、当日700円
▽チケット販売所　市民文化交流館
窓口（ヒロロ３階）、インフォメー
ション（ヒロロ１階）
■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〉）

樹木医と行く古木 ･名木めぐり
　古木・名木を樹木医がガイドしま
す。間近で観察し、自然の力強さを
感じてください。
▽とき　６月 11 日（日）、午前９
時～午後１時（雨天決行）
▽集合場所　緑の相談所（弘前公園
内、下白銀町）
▽ガイドコース　①江戸彼岸・ダケ
モミ・イチイ（最勝院）→②フジ（向
外瀬）→③ハリギリ（高杉）→④ス
ギ（十腰内）→弘前公園解散
※バス移動あり。
▽対象　中学生以上＝ 20人（先着
順）
▽参加料　1,000 円
※事前の申し込みが必要。

▽持ち物　雨具、タオル
■問５月 22日から、市みどりの協会
（☎ 33・8733、午前９時～午後５
時）へ。

高長根レクリエーションの森
【初心者山菜採り体験】
　初心者を対象に、ハイキングをし
ながら山菜採り体験を行います。
▽とき　６月４日（日）、 午前９時
半～正午（雨天中止）
▽ところ　高長根レクリエーション
の森（高杉字神原）
※現地集合。
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　飲み物、長靴、軍手、タ
オル
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

青森県女医会総会
市民公開講演会
【胃がんとピロリ菌について】～胃
がん撲滅にむけて～
▽とき　６月11日（日）　
　　　　午前11時～正午
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）
▽講師　福田眞作さん（弘前大学医
学部附属病院病院長）
▽入場料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問たかはし内科胃腸科小児科（☎
38・2211、■Ｆ 38・2212）

ドッグラン

　犬が自由に走り回れる広場です。
▽とき　10 月 15 日までの午前８
時～午後５時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）ニュースポーツ広場
▽対象　登録をしている犬で、１年
以内に狂犬病予防接種・５種以上の
ワクチンを接種しており、犬や人間
に対して攻撃性がない犬
▽参加料　１日１匹100円
▽その他　当日受け付けで、鑑札、
予防接種注射済票（写し）の提示を。

弥生いこいの広場
「動物広場イベント」
　普段あげることができない動物へ
エサをあげてみよう！
▽とき　5月 21日（日）
　　　　午前10時半～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
▽参加料　無料
※動物広場入場料が必要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

弘前ダンスフェスティバル
2017
▽とき　5 月 21 日（日）、午後 1
時～ 7時（開場午後０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　3対 3のブレイクダンス・
バトル、チームダンス・バトル、有
名ダンサーのダンスパフォーマンス
▽観覧料　無料
■問ひろさき芸術舞踏実行委員会（秋
元さん、☎88・6499）

津軽森・つがるもり2017
　岩木山のふもとで、陶、ガラス、木、
染織、金属、皮革、漆などの「つく
り手」が全国から集うクラフトフェ
アを開催します。
▽とき　５月 27日の午前 10時～
午後５時、28日の午前９時～午後
４時（雨天決行）
▽ところ　桜林公園（百沢字東岩木
山）
■問つがるもり実行委員会（☎ 88・
1424）

■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

北の文脈文学講座

▽とき　５月20日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽テーマ　「生誕130年葛西善蔵」
▽講師　櫛引洋一さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・中
学生や留学生、市内外の障がい者、
多子家族応援パスポートを持参の人
は無料。年齢や住所を確認できる物
の提示を。
■問郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジ単位認定講
座です。

古文書講座
「女性の『かな』書状をよむ」
▽とき　６月 10 日・24 日、７月
８日、８月 26 日、９月９日・23
日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　田澤正さん（郷土史家）
▽定員　50人
▽参加料　無料
■問６月５日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

登山教室

【登山】
▽とき　６月18日（日）
▽ところ　八幡平（茶臼山～源太森
～八幡平頂上）
▽定員　10人（先着順）
※事前学習会の受講が必要です。
【事前学習会】
▽とき　①＝６月９日（金）、午後
７時～９時、②＝６月 10日（土）、
午後１時半～３時半

※①②いずれか１回を受講。
▽ところ　弘前勤労者山岳会事務所
（蔵主町）
▽参加料　5,500 円（保険料、交
通費を含む）
※学習会のみの参加は300円。
▽申し込み方法　６月 5日（必着）
までに、はがきまたはＥメール（住
所・氏名・性別・生年月日・電話番
号を記入）で、竹内豪さん（〒036・
8115、広野１丁目16の 11）へ。
※弘前勤労者山岳会のホームページ
（http://www.hirosakirousan.
net/）からも申し込
みできます。
■問 弘 前 勤 労 者 山
岳 会（ 竹 内 さ
ん、 ☎ 携 帯 090・
7 0 7 4 ・ 3 9 7 9 、
■Ｅ knd rm915@
yahoo.co.jp）

ファシリテーション＆ワーク
ショップ運営の基礎を学ぼう！
　市民参加のまちづくりや地域活動
を進めていくために必要な考え方や
技術をワークショップ（グループ演
習）を通じて身に付ける講座です。
ワークショップの進め方なども実践
的に学べます。
▽とき　６月 24日の午後１時～５
時、７月１日・８日の午前 10時～
午後５時
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）305講義室
▽講師　土井良浩さん（弘前大学大
学院地域社会研究科准教授）
▽対象　全３回参加できる人で、弘
前の地域コミュニティを元気にした
い人や、ファシリテーター（話し合
いを円滑に進める役割の人）として
弘前の地域に関わっていきたい人、
学生と地域と協働で地域を元気にし
たいと考える人
▽定員　一般＝ 20 人／学生＝ 10
人（先着順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　５月 16 日から、
電話かファクスまたはＥメール（氏
名・電話番号・年齢・一般または学
生の別を記入）で、申し込みを。

■問 市 民 協 働 政 策 課（ ☎ 35・
1664、 ■Ｆ 35・7956、 ■Ｅ
shiminkyoudou@city.hirosaki.
lg.jp）

文化グループ講習会
やきもの体験講座
　中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内）で活動している「やき
もの愛好会」の会員が講師となり、
一般向けの講習会を行います。
▽とき　６月１日・８日・22 日・
29日の午後６時半～９時
▽ところ　弘前文化センター３階工
作実習室
▽内容　自由作品制作（成形２回、
釉薬〈ゆうやく〉がけ１回、鑑賞会
１回）
▽定員　20人（先着順）
▽受講料　2,000 円（材料費とし
て）
▽持ち物　エプロン、使い古しのタ
オル
■問５月 31 日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所・氏名・
電話番号を記入）で、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ  chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

 イベント

6
月
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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　昼の金星と太陽を見
よう
▽とき　６月３日（土）、午後１
時～４時
★観察会　木星と土星を見よう
▽とき　６月 17 日（土）、午後
８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）天文台
▽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）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休館）

 教室・講座
  


