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コース」…ブナコ西目屋工場見学（西
目屋村）→ビーチにしめや（西目屋
村）昼食→堀越城跡（弘前市）→大
円寺（大鰐町）
◎Ｂコース「津軽平野南部をめぐる
コース」…田んぼアート・刀鍛冶見
学（田舎館村）→和風レストラン御
幸（黒石市）昼食→中町こみせ通り
（黒石市）→禅林街坐禅体験（弘前市）
▽対象　弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、
西目屋村に在住の人＝各コース 40
人
▽参加料　Ａコース＝ 1,500 円／
Ｂコース＝2,700円
※いずれも昼食代・入場料を含む。
キャンセルする場合は9月20日ま
でに連絡をしてください。以降は、
キャンセル料が発生することがある
ので、ご注意ください。
▽申し込み方法　8 月 25 日（消
印有効）までに、はがきまたはＥ
メール（①希望のコース、②バスの
乗降場所、③郵便番号・住所、④
氏名、⑤年齢、⑥電話番号を記入）
で、フラワー観光「ふるさと探訪
バスツアー」係（〒 036・8053、
和泉２丁目１の１、■Ｅ hirosaki@
flower-travel.com）へ。
※はがきまたは Eメール１通で２
人まで（２人で申し込みをする場合、
代表者を明記し、③～⑥をそれぞれ
記入）。応募多数の場合は抽選で決
定（初参加の人を優先）し、結果は
当選者のみに通知します。
■問フラワー観光（☎ 26・2113、
日曜日・祝日は除く）
※詳しくは津軽
広域連合ホーム
ページ（http://
tsugarukoiki.
jp/）をご覧く
ださい。

子ども免許証を発行

　城北公園交通広場（田町３丁目）
では、交通ルール順守の意識啓発を
図ると共に、子どもの交通事故防止
を図るため、７月 22日からの夏休
み期間中の毎週土曜日、小学生以下
の子どもを対象に、「子ども運転免
許証」の発行を期間限定で行います。
　学科試験や実技試験にチャレンジ
してゲットしよう！詳しくは問い合
わせを。
■問城北公園交通広場事務室（ ☎
33・6755）

津軽塗匠体験
▽とき　７月22日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　金属町体育センター集会
室
▽内容　鉛筆・スプーン・ブローチ・
ペンダント・箸のうち１つを津軽塗
にします（うるしかぶれの心配はあ
りません）。
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　700 円～（材料により
異なります）
▽申し込み方法　電話か窓口または
メールで当日まで受け付けます。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482、 ■Ｅ kinzoku@hirosaki-
taikyo.com)

サンモードスクールオブ
デザイン無料公開講座
▽とき　７月 26日～ 28日の午前
10時～午後４時

▽ところ　サンモードスクールオブ
デザイン（下白銀町）
▽内容　服や小物作り、リメイクな
ど、自由に学べます。
▽対象　中学生以上＝ 10人（先着
順）
▽受講料　無料（材料は各自用意を）
■問７月 24 日までに、サンモード
スクールオブデザイン（☎ 32・
0129）へ。

高齢者健康
トレーニング教室
【ロマントピア教室】
▽利用時間　午前９時～午後５時
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）森林科学館内
▽対象　満 65歳以上の市民＝各回
６人（１日４回開催）
▽内容　６種のトレーニングマシン
を使った運動プログラム
▽参加料　無料
▽持ち物　健康保険証、飲み物、室
内用シューズ、タオル
※事前の申し込みが必要。
■問 ロマントピア教室（☎ 84・
2236）
【温水プール石川教室】
▽利用時間　午前９時半～午後４時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　油圧式マシンを使った筋力
トレーニング、有酸素運動を交互に
行うサーキットトレーニング
▽対象　満 65 歳以上の市民=各
回 12人（１日７回開催）
▽参加料　無料
▽持 ち 物　健康保険証、室内用
シューズ、飲み物、タオル
※事前の申し込みは不要。
■問温水プール石川教室（☎ 49・
7081）

▽参加料　男性＝ 4,500 円／女性
＝2,500円
■問８月 18 日までに、弘前市青年
交流会実行委員会事務局（農業委
員会事務局内、☎ 40・7104、■Ｅ
nougyou@city.hirosaki.lg.jp）
へ。

「津軽岩木スカイラインを
歩いてみよう会」参加者募集
　心身の健康増進を目的に、自動車
を一時通行止めにした津軽岩木スカ
イラインを歩いてみませんか。
▽とき　９月３日（日）
※雨天決行。ただし、荒天時は中止。
▽集合　午前６時45分までにＪＲ
弘前駅城東口駐車場前（往復とも専
用貸切バスを利用。帰りは午後２時
半に８合目出発）へ
▽コース　Ａコース＝ 10㎞／Ｂ
コース＝５㎞
▽対象　小学生以上（小学生は高校
生以上の同伴者が必要）
※体の不自由な人も参加できます
が、事前にご連絡ください。
▽参加料　１人2,000円
※中止の場合は返金しませんので、
ご注意ください。
▽持ち物　昼食、飲み物、汗ふきタ
オル、雨具など
▽申し込み方法　８月 20 日まで
に、案内チラシ添付の振込用紙また
は郵便振替用紙で申し込みくださ
い。詳しくは問い合わせを。
■問弘前歩こう会事務局（今井さん、
☎ 32・9272）
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

ふるさと探訪バスツアー
　津軽の魅力を再発見してもらうこ
とを目的に開催します。
▽と き　Ａコース＝９月 28 日
（木）、午前９時～午後３時 50分／
Ｂコース＝９月 30 日（土）、午前
９時～午後４時
※両コースともに小雨決行。
▽集合　①午前 9時までに、弘前
運動公園（豊田２丁目）駐車場へ／
②午前 9時 20 分までに、JR 弘前
駅城東口バスプールへ
▽訪問コース　
◎Ａコース「工芸品工場と史跡見学

湯めぐりレクリエーション

▽とき　８月８日、９月５日、10
月３日、11 月７日、12 月５日、
平成 30 年１月 16 日、２月６日、
３月６日、午前10時半～午後３時
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）体育館・ちびっこアリーナ、
近隣温泉施設
※弘前駅前から無料送迎バスあり。
▽内容　①レクリエーション（軽い
体操、脳トレ）、②温泉、食事
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　2,000 円（温泉入浴・
食事付き）
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
入浴道具
※当日撮影した写真などを各メディ
アで使用する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
■問希望日の２週間前までに、岩
木 山 総 合 公 園（ ☎ 83・2311、
■Ｆ 8 3・2635、 ■Ｅ i n f o@
iwakisansportspark.com）へ。

2017 年度　山の日の集い

▽とき　８月11日（金・祝）
▽ところ　岩木山（赤倉コース）
▽集合　午前 6時半までに、大石
神社前広場（大森字勝山）へ
▽定員　10人
▽参加料　1,000 円（写真、保険
料を含む）
▽申し込み方法　７月 26 日（必
着）までに、はがきかEメール（住
所、氏名、生年月日、性別、電話番
号を記入）または、ホームページ
（http://www.hirosakirousan.
net/）からお申し込みください。
■問弘前勤労者山岳会（竹内さん、
〒 036・8115、広野１丁目 16の
11、 ☎携帯 090・7074・3979
■Ｅ kndrm915@yahoo.co.jp）

科学フェスティバル
in プラザ棟
　Mr. マサックをはじめとする「ま
ちかど科学館（仮称）プロジェクト
会」の講師陣による楽しい科学イベ
ントです。
▽とき　８月 11 日・12 日の午前
９時半～午後３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）
▽内容　実験・工作ブース、ワーク
ショップ
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【無料シャトルバス運行（予定）】
▽区間　弘前駅城東口～観光館バス
プール～会場
▽発車時間　弘前駅城東口発…午前
９時、11 時、午後１時 20 分、２
時 50分／会場発…午前 10時、正
午、午後２時、３時40分
※詳しくは生涯学習課（☎ 82・
1641）へ。
■問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）

はるか夢球場 Field
Concert2017
▽とき　８月 12 日（土）、午後５
時～（開場は午後４時～）
▽ところ　はるか夢球場（豊田２丁
目、運動公園内）
※雨天時は克雪トレーニングセン
ターで開催。
▽出演者　長谷川健 Swing Hat 
Jazz Orchestra ほか
▽入場料　前売り券 1,500 円、当
日券 2,000 円（いずれも 500 円
分の飲食券つき）
※中学生以下（大人同伴）、障がい
者（証明を持参）は無料。
▽販売場所　市内の体育施設
■問運動公園管理事務所（☎ 27・
6411、■Ｈ http://www.hirosaki-
taikyo.com/）

弘前市青年交流会～農家の
出会いは BBQ!!! ～第二弾
▽日程　８月 26 日（土）、午後１
時～７時＝市立観光館バスプール
（下白銀町）出発・解散
※雨天決行。貸し切りバスで移動。
▽内容　森の中の果樹園（十面沢字
轡）で果物狩りを体験した後、星と
森のロマントピア（水木在家字桜井）
でバーベキュー
▽対象　おおむね30歳～ 50歳の
独身男女（男性は市内に居住する農
業青年）
▽定員　男女各10人

 教室・講座
  

  ６月 28日に行われたプロ野球１軍戦の様子など、子
どもたちの夢と希望を育む笑顔あふれるボールパークと
して生まれ変わった「はるか夢球場」を紹介します。
○放送日　７月29日（土）、午前11時 15分～ 11時半
○放送局　青森テレビ（ＡＴＶ）

「子どもたちへ夢を！～はるか夢球場リニューアル～」 
えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”

市のテレビ番組  

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,630人　   （－          71）
　 男　　  80,085人　   （－           03）
　 女　　  94,545人　   （－       68）
・世帯数　 71,692世帯    （+             02）
   平成 29年６月１日現在（推計）
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