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認知症を知る
特 集

　　

【今号の表紙】

　６月初旬、新和小学校の児童たちによるヤ
マメの稚魚の放流が行われました。子どもた
ちは「大きくなってね！」と元気よく声をか
け、バケツに入った稚魚をゆっくりと岩木川
に放ちました。勢いよく水中に飛び込んだ稚
魚はあっという間に見えなくなりました。き
っと数年後には大きくなってこの岩木川を泳
いでいることでしょう。

大きくなってね！

　津軽の民芸「こぎん刺し」の製作体験と、中心地商店
街の土手町周辺を巡ります。
▽とき　通年、午後１時半～４時（毎
週日曜日は休み）
▽集合　まちなか情報センター
▽定員　各回10人
▽参加料　2,500円
▽ガイド　弘前路地裏探偵団チーム
アパ・テ・ドラ

　曹洞宗の寺院が33も立ち並ぶ“禅林街”を散歩しま
す。
▽とき　通年、午前 10時～正
午、午後１時半～３時半
▽集合　市立観光館
▽定員　各回10人
▽参加料　1,000円
▽ガイド　弘前観光ボランティアガイドの会

▽とき　毎週土・日曜日、祝日の午
前 10 時半～午後
２時半
▽集合　松の湯交流
館
▽定員　各回20人
▽ 参 加 料　 大 人
3,300円／小人 2,500円（昼食付）
▽ガイド　横町十文字まちそだて会

▽とき　11月まで、午前 9時半～
11時半
▽集合　ビーチにし
めや
▽定員　各回２～10人
▽参 加 料　3,300 円
（昼食券付き）
▽ガイド　西目屋村里山ガイド「里
山探見」

▽とき　毎週日曜日、午前10時～
11時半、午後１時半～
３時
▽集合　田舎館村役
場門前
▽定員　各回10人
▽参加料　1,000円
▽ガイド　田舎あるぎ衆（じゃいご
あるぎんど）

禅林街界隈 寺町さんぽ

黒石まちなか探訪ツアー
〈ちょい食べグルメ＆昼食付き〉

いながだでの田舎あるぎ！
歴史コース スペシャル！

白神の恵みと里山暮らし
〈昼食券付き〉
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※コースの一例です。そのほかのコースについてはホームページをご覧ください。

中南津軽
まちあるき
博覧会 2017

津軽まちあるき「予約サイト」
http://machi-aruki.sakura.ne.jp/

津軽の手しごと「こぎん刺し」体験と
レトロ洋館散歩
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▽開場時間および休場日
①第３市民プール（八幡町３丁目、
☎37・2015）
▽開場期間　７月１日～９月３日の
午前9時～午後６時（木曜日休場）

プ ②城北ファミリープール（八幡町１
丁目、☎37・2016）
▽開場期間　７月１日～９月３日の
午前9時半～午後５時（火曜日休場）
③岩木 B ＆ G 海洋センタープール
（兼平字猿沢、☎82・5700）
▽開場期間　９月 10日までの午前
9時～午後９時
～共通事項～
※夏休み期間は毎日開場。
※第２市民プール（中野３丁目）は
休場します。
▽料金　65歳以上の市民、市内の
小・中学生や外国人留学生・障がい者、
ひろさき多子家族応援パスポートを
持参の人は無料。住所や年齢などを
確認できるものの提示を。
※その他の利用料金は、施設ごとに
設定されていますので、市ホーム
ページなどでご確認ください。
■問い合わせ先　開場期間中は各
プールへ。①②のプール開放日以前
は、市体育協会（☎37・5508）へ。

星まつり
in そうま
2017

嵐桜組特別出演）、ストリートダン
ス、りんご娘、渋谷和生・本間愛音
（三味線＆ミニライブ）、出店など
▽入場料　無料
※観客の皆さんが審査員となりま
す。
■問い合わせ先　岩木山商工会（☎
82・3325）
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【ロマントピア“舞”コンテスト】
▽とき　７月16日（日）、午前11
時～午後５時（雨天決行。大雨・強
風の場合は中止）
▽ところ　星と森のロマントピア・
そうま（水木在家字桜井）
▽内容　よさこいチームによる「ロ
マントピア“舞”コンテスト」（花
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▽とき　毎週土曜日、午前９時～
11時
▽集合　鰐 come
▽定員　各回10人
▽参 加 料　2,000 円
（鰐come入浴券付き）
▽ガイド　OＨ !! 鰐 元気隊

▽とき　７月９日、
午前10時～正午
▽集合　JR 藤崎駅
▽定員　1～ 10人
▽参加料　1,500円
▽ガイド　藤崎町観光ガイド

▽とき　10 月まで、
午前10時～11時半
▽集合　峠下番所後
湯ノ沢入口
▽定員　各回10人
▽参加料　2,000円
▽ガイド　ひらかわ案内人の会

ふじさんぽ いいでば大鰐！いで湯の
郷の魅力発見まちあるき

歴史の道　羽州街道と
矢立峠コース藤 
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ツアー参加者へ記念品（特Ａ米「青天の霹靂」
2合分）をプレゼント！※数に限りがあります。

　中南津軽７市町村（弘前市、黒石市、平川市、
大鰐町、藤崎町、西目屋村、田舎館村）を会場に
「まちあるき」を行う「中南津軽まちあるき博覧
会2017」を開催中です。
　昨年に引き続き２度目となる今回は、コース数
を増やし、期間も延長しました。通年で開催して
いるコースから博覧会限定のコースまで、７市町
村の個性を生かした魅力的な全 32の「まちある
き」をそろえましたので、ぜひご参加ください。
▽申し込み方法　専用ホームページまたは電話で
希望のコースにお申し込みください。
※コースによって定員が異なります（先着順）。
■問い合わせ・申込先　津軽まちあるき観光推進
実行委員会事務局（弘前観光コンベンション協会
内、☎35・3131）


