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▽とき　６月 28日～７月７日の午
後７時～８時半
▽ところ　笛の部＝市立観光館（下
白銀町、追手門広場内）多目的ホー
ル／太鼓の部＝同館多目的ホール前
ロビー
▽対象　小学生以上
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽持ち物　笛・太鼓のバチ
※当日会場で販売もします。
■問弘前観光コンベンション協会事務
局（☎35・3131）

ハトマーク消費者セミナー
　宅地建物の相続の推進と空き家問
題解消について勉強しませんか。
▽とき　７月１日（土）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　市民文化交流館センター
（駅前町、ヒロロ４階ホール）
▽講師　沼田桃子さん（青森県司法
書士会会長）
▽定員　60人
▽受講料　無料
※当日会場でも受け付けますが、事
前の申し込みを優先します。
■問青森県宅地建物取引業協会（☎青
森017・722・4086）

サワラ生け垣のせん定講習会

▽とき　７月１日（土）、午前 10
時～正午（小雨決行）
※荒天時は緑の相談所で開催。
▽ところ　亀甲町広場
▽参加料　無料
▽持ち物　軍手、せん定ばさみ（多
少は主催者側で用意します）
■問みどりの協会（☎33・8733）

学習支援教室「あっぷるーむ」
参加者募集
　経済的な理由などで学習塾に通う
ことが困難な中学生を対象に、大学
生のボランティアが学習支援を行い
ます。
▽とき　毎週水曜日の午後４時 45
分～６時 35分
※夏・冬休み期間中は時間を変更す
る場合があります。
▽ところ　文京地区（詳しくは申込
時にお知らせします）

 

■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

は無料ですが、館内開催時は入館料
が必要です。 
■問市立博物館（☎35・0700）

第10回青森県民スポーツ・
レクリエーション祭
　県内７市３町でサッカー、ソフト
バレーボールなど、35種目行われ
ます。
▽とき　７月１日・２日（一部の種
目は６月25日）
▽ところ　県内の各体育施設など
※詳しくはホームページ（http://
www.pref.aomori.lg.jp/bunka/
sports/10th-kenmin-sporec-
fes.html）をご覧ください。
■問青森県スポーツ・レクリエー
ション連盟（☎青森 017・734・
9909）

親子で自然観察会 in 弥生いこ
いの広場隣接地（リゾート跡地）
▽とき　７月２日（日）
　　　　午前10時～正午
▽集合　弥生いこいの広場（百沢字
東岩木山）第１駐車場下
▽内容　生き物や植物の観察
▽対象　小学生とその保護者＝ 20
組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、雨具（雨天時）、
汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）、
長靴、タオル、手袋、帽子
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（住所・氏名・年齢〈学
年〉・電話番号を記入）で申し込み
ください。
■問 公 園 緑 地 課（ ☎ 33・8739、
■Ｆ 33・8799、 ■Ｅ kouen@city.
hirosaki.lg.jp）

弥生いこいの広場の催し

【工作教室～ペーパーブーメラン～】
▽とき　７月２日（日）
　　　　午後１時～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。材料が無
くなり次第終了。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

ホタル観察会

　高長根レクリエーションの森（高
杉字神原）、弥生いこいの広場（百
沢字東岩木山）、こどもの森（坂元
字山元）でホタル観察会を行います。
▽日程など　
〇高長根レクリエーションの森…７
月８日、午後８時～９時
※午後６時半から工作教室も開催。
〇弥生いこいの広場…７月 15 日、
午後８時～９時
〇こどもの森…７月 22日、午後７
時半～８時半
▽参加料　無料
※いずれも雨天中止。 
■問高長根レクリエーションの森（☎
97・2627）／弥生いこいの広場
（☎ 96・2117）／こどもの森（☎
88・3923）

第40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
動意欲を高めるとともに、社会生活
に融合することを願い開催します。
▽とき　７月９日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁目）
▽内容　午前＝○×クイズ、玉入れ、
祭りばやし演奏（弘大囃子組）／午
後＝のど自慢、りんご娘＆アルプス
おとめライブ、よさこい（弘前厚生
学院子ども学科１年生）
▽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。希望者は６月 30
日までに申し込みを。
■問弘前市社会福祉協議会（宮園２丁
目、☎33・1161、■Ｆ 33・1163）

ピアノミニコンサート

～きらめきの夏　遠い日の夏～
▽とき　７月15日（土）
　　　　午後３時半～４時半
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽演奏者　Piece Harmony
▽演奏曲　夏の童謡メドレーなど
▽入場料　無料

あっぷるカフェ（認知症カフェ）

　認知症の人やその家族を支援する
ために、認知症の人とその家族、地
域住民、専門職などが集います。
▽とき　７月①１日・②22日
※時間はいずれも午前９時半～ 11
時半。
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホールＡ
▽内容　①講話「熱中症と水分補
給」、②講話「障害福祉サービスに
ついて」
※①・②ともに体操を行います。
▽参加料　300円
※事前の申し込みは不要。
■問特別養護老人ホームサンアップル
ホーム（☎97・2111）

第47回青森ブロック大会
in城下町弘前
　まちづくりを考えるフォーラムを
開催します。
▽とき　①７月１日の午後１時半～
３時半、②７月２日の午前９時半～
11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽講師　①水津陽子さん（フォー
ティ R&C）、②平野直美さん（親
学推進協会）
▽参加料　無料
※１日のみの参加も可。詳しくは
ホームページ（http://hirosakijc.
com/）で確認を。
■問弘前青年会議所（☎34・4458）

クラシック野外ミニコンサート
～音と光による美への招待～
　博物館特別企画展１「日本近代洋
画の誕生」の関連イベントとして開
催します。前川建築を背景に、スク
リーンに映し出された展覧会作品と
共に美しい音色を鑑賞しませんか。
▽とき　７月１日（土）
　　　　午後６時半～７時半
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
前庭
▽出演　木管五重奏団「レ・クアン
テット・ムスカテアー」
▽その他　荒天時は、博物館内で開
催する場合があります。コンサート

※事前の申し込みは不要。
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388、受付時間は午
前９時～午後４時、月曜日は休み）

DANCE交流文化祭2017
参加者募集
　世界レベルのダンサーが講師や審
査員として参加します。
○ワークショップ
▽とき　８月３日（木）
※講師により時間帯が異なります。
▽対象　学生および教育関係者
○コンテスト（ショーケース部門・
クルーバトル部門・ソロコンテスト
部門）
▽とき　８月４日（金）
　　　　午後０時半～
▽対象　学生
～共通事項～
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽申し込み方法　７月４日から、参
加チケット（2,000円）を購入の上、
電話で、ひろさき芸術舞踊実行委員
会（☎88・6499）へ。
※事前のチケット購入だけでは、参
加の申し込みは完了しません。１枚
の参加チケットでワークショップと
コンテストに参加できます。
▽チケット取扱所　ヒロロ（１階イ
ンフォメーション、３階文化交流館
窓口）、ひろさき芸術舞踊実行委員会
（山道町）
■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）

お殿様・お姫様衣装着付け体験

▽とき　平成 30年３月 31日まで
の午前９時～午後４時半
▽ところ　武徳殿（弘前公園内）
▽料金　500 円～（別途入園料が
必要）
■問みどりの協会（☎33・8733）

ねぷた囃子（ばやし）講習会

　伝統ねぷた囃子「津軽組」を講師
に迎えて開催します。

▽対象　市内在住の就学援助受給世
帯、生活保護受給世帯、児童扶養手
当受給世帯の中学生＝ 20人（先着
順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、生活福祉課（市役所１階）
へ持参を。
※申込書は生活福祉課に備え付けて
いるほか、市ホームページからダウ
ンロードできます。
■問生活福祉課（☎35・1114）

日本舞踊こども教室

▽とき　平成 30 年１月までの第
２・４土曜日、午前10時～正午
▽ところ　宮川交流センター（堅田
２丁目）青山集会場
▽対象　４歳～中学生（保護者の参
加も可）
▽参加料　無料
■問西川菊静日本舞踊教室（☎携帯
090・6629・4287、■Ｆ 37・5450）

 

休日在宅当番
▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。

耳鼻咽喉科・眼科
７／２ たかはし眼科（紺屋町） ☎31・3456
16 宮園耳鼻科クリニック
（宮園５）

☎39・1133

30 伊藤眼科（南大町２） ☎36・6105

歯　科
７／２ 第一歯科クリニック（城

東中央３）
☎27・7706

９ ふじた歯科医院（石渡４）☎37・3118
16 渡辺歯科医院（茂森町） ☎32・5800
17 小泉歯科医院（高屋） ☎82・3232
23 秋元歯科クリニック（大

開２）
☎88・1513

30 福原歯科医院（上鞘師町）☎37・3535

内　科
７／2 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
９ さがらクリニック（桔梗

野１）
☎37・2070

16 佐藤内科小児科取上医院
（取上２）

☎33・1191

23 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
30 今村クリニック（松原西

２）
☎88・3090

 教室・講座
 


