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◎おたのしみおはなし会
▽とき　6 月３日の午前 11 時
～ 11 時半、10 日・24 日の午
後３時～３時半
▽内容　「自然」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）

6月の
催し

弘前図書館

 

【展示会】
●ミニ山草展　２日～４日
●津軽盆栽会さつき盆栽展　７日
～ 11 日
●津軽さつき会さつき盆栽展　
13 日～ 18 日
●諸盆栽作品展　22 日～ 25 日

【講習会など】
●ボタン・ツツジのせん定　３日、
午後１時半～３時半
●大菊づくり講習会　11 日、午
前 10 時～ 11 時
▽定員　10 人
▽受講料　1,000 円（テキスト
代として）
●家庭果樹の管理　10 日、午後
１時半～３時半
●菊苗頒布会　４日、午前８時～
10 時
●訪問相談　３日・17 日
※庭木の出張相談です。電話で申
し込みを。

【弘前城植物園…今月見られる花】
ナンジャモンジャ、スイレン、バ
ラ、ハナショウブなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

も＝ 1,000 円（２人目からは 500
円。３歳未満は無料）
■問６月 20 日までに、青森県母子寡
婦福祉連合会（☎青森 017・735・
4152）へ。
※参加申込書は、子育て支援課（市
役所３階、☎ 40・7039）でも配
布しています。

「犬と散歩ができる公園」
愛犬マナー講習会
　マナー向上のための講習会を開催
します。愛犬と一緒に、ぜひ参加し
てみませんか。
▽とき　①６月 10 日・② 11 日、
午前 10 時～（１時間程度）
▽ところ　①城西住宅団地中央公園
刷／②泉野公園
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。雨天時は
中止となる場合があります。
■問公園緑地課（☎ 33・8739）

古文書解読講座（前期）

　弘前藩に伝わる藩庁日記を中心
に、古文書をわかりやすく解説しま
す。
▽とき　６月 11 日・25 日、７月
９ 日・23 日、 ８ 月 27 日 の 午 前
10 時～正午
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
※古文書解読会への入会は年会費
3,000 円で随時受け付けしていま
す。
■問弘前市古文書解読会（今さん、☎
35・5985）

第13回ふれあい介護者教室

【これからの介護保険について】
▽とき　６月 13 日（火）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　パインハウス岩木（賀田
２丁目）２階会議室ほか
▽内容　介護予防・日常生活支援総
合事業について
※教室終了後に座談会を予定してい
ます。
▽対象　市民＝ 40 人程度

で軽食の用意を／天文台では雨天時
のプログラムも用意しています／プ
ラネタリウムまたは天文台いずれか
のみの参加はできません／夜は冷え
込みますので、防寒具の持参を
▽申し込み方法　６月 28 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール

（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込みください。
■問 中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

2017爆笑！お笑いまつり
inひろさき
　テレビなどで活躍中のロッチ、ア
キラ 100％、カミナリなどによる
お笑いまつりです。
▽ と き　
８ 月 12 日

（土）、１回
目＝午後１
時開演（午
後０時半開
場）、２回目
＝午後４時
開演（午後３時半開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽入場料　Ｓ席 =3,500 円、Ａ席
=3,000 円（当日は 500 円増）
▽チケット販売所　市民会館、弘前
文化センター、さくら野弘前店、Ｅ
ＬＭショッピングセンター、ローソ
ンチケット（Ｌコード 22678）
▽チケット販売開始日　６月３日、
午前 10 時～
■問 市民会館（☎ 32・3374、第３
月曜日は休み）

親子ふれあい交流会「こども塾・
はは塾plus ぱぱ in 南部町」
▽とき　７月 22 日・23 日（１泊
２日）
▽ところ　達者村、バーデパーク（と
もに南部町）
※弘前市内からの送迎バスを予定。
▽内容　農業体験、ビンゴ大会、プー
ル遊び
▽対象　県内のひとり親家庭の親子
＝ 20 組程度
▽参加料　大人＝ 2,000 円、子ど

■Ｆ 82・2313、 ■Ｅ bunkazai@
city.hirosaki.lg.jp）へ。
▽その他　参加決定者には 6 月中
旬に、はがきかファクスまたはＥメ
ールで通知します。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問文化財課（☎ 82・1642）

ヒロロスクエアのイベント

【第６回食育フェスティバル in ヒ
ロロスクエア】
▽とき　６月 25 日（日）
　　　　午前 10 時～午後１時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）3 階イ
ベントスペース
▽内容　ミニトーク「山の恵みを味
わおう　すぐできる山菜料理」…講
師・米坂恵子さん（登山ガイド）／
試食提供「ねりこみ」、実演「しと
ぎ餅を作ってみよう」「ドレッシン
グ作り」／ペープサート＆エプロン
シアター「三角食べで残さず食べよ
う！」／血管年齢計測／郷土食の販
売など
▽参加料　無料　
※事前の申し込みは不要。
■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〉）。

第４回弘前医療技術
イノベーションシンポジウム
▽とき　６月 25 日（日）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　弘前大学創立 50 周年記
念会館（文京町、 弘前大学キャンパ
ス内）

▽テーマ　健康づくりを中心とした
社会イノベーションに向けて
▽内容　企業・自治体・大学それぞ
れの立場から演者を招き、講演やパ
ネルディスカッションを行います。
▽定員　300 人
▽参加料　無料
▽申し込み方法　６月 20 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール

（住所・氏名・勤務先または団体名・
電話番号を記入）で申し込みを。
■問 ひろさき未来戦略研究センター

（ ☎ 40・0631、 ■Ｆ 35・7956、
■Ｅ hif@city.hirosaki.lg.jp）

旧石戸谷家住宅工事現場見学会

　堀越城跡整備地内に復元移築中の
農家住宅の見学会を開催します。
▽とき　６月３日（土）、午後１時
～３時（少雨決行）
▽ところ　史跡堀越城跡（堀越字川
合）
※堀越地区雪置場の駐車場をご利用
ください。
■問文化財課（☎ 82・1642）　

星空観察会 inプラネ＆天文台

【初夏の惑星観察　木星＆土星ツ
アー】
▽とき　７月１日（土）
　　　　午後６時～９時
※午後５時半から弘前文化センター

（下白銀町）３階プラネタリウム展
示ホールで受け付けし、プラネタリ
ウム観覧後、バスで星と森のロマン
トピア天文台（水木在家字桜井）に
移動。弘前文化センターに帰館後解
散。
▽内容　プラネタリウムで、木星や
月をはじめ夏の星座の特徴を覚えて
から、街明かりの少ない天文台「銀
河」で大型望遠鏡や双眼鏡を使って
天体観察をします。
▽観察天体　木星、月、夏の大三角、
春の大三角、土星など
▽講師　鶴見弥生さん（みちのく天
文同好会）
▽対象　市民＝ 50 人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。当日の
申し込みは不可。
▽参加料　500 円（バス代として、
当日徴収）
▽その他　食事の時間を設けますの

第14回文化財庭園フォーラム

【技術見学会】
　大石武学流庭園である須藤家庭園

（前坂字船山）を会場に、実際の庭
師の作業を一般公開します。
▽とき　6 月 24 日（土）
　　　　午後１時半～３時
▽集合　午後１時半までに、北辰学
区高杉ふれあいセンター（独狐字山
辺）へ。

【シンポジウム】
▽とき　6 月 25 日（日）、午前９
時 45 分～午後０時半（開場は午前
９時半）
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ 4 階）
▽テーマ　大石武学流庭園の保存と
継承
▽定員　280 人
※６月 20 日～ 25 日に、ヒロロ３
階でパネル展も開催します。

【バスツアー】
　市内および周辺地域に所在する大
石武学流庭園をバスで巡ります。
▽とき　6 月 25 日（日）
　　　　午後１時半～ 6 時
▽集合　弘前駅城東口
▽定員　100 人
～共通事項～
▽参加料　無料（ただし、バスツア
ー参加者の庭園入園料、傷害保険料
等は自己負担）
▽申し込み方法 ６月 14 日までに、
往復はがきかファクスまたは E メ
ール（住所、氏名、連絡先、参加希
望〈技術見学会・シンポジウム・バ
スツアー〉を記入）で、文化財課

（〒 036・1393、賀田１丁目１の１、

▽参加料　無料
■問 ６月 12 日までに、松山荘在宅
介護支援センター（櫻庭さん、☎
82・3330）へ。

 

 教室・講座

 
　
約 30 チームが独自の衣装と振り付けで元気いっぱいの踊りを披露！
▽とき　６月 25 日（日）、午前９時 50 分～午後３時半（雨天決行）
▽ところ　土手町通りおよび３・３・２号線の一部
※詳しくはホームページ（http://
www.hcci.or.jp/txt/yosakoi/）
でご確認ください。
■問よさこい津軽実行委員会事務局

（上鞘師町、弘前商工会議所内、
☎ 33・4111）

第 18 回よさこい津軽

6月の
催し

緑の相談所


