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スト・チームダンスショー）の観覧
【アキラボーイとタヌキチくんのデ
ジタルショー】
▽とき　５月３日（木・祝）、午後
２時～３時（午後１時30分開場）
▽ところ　市民文化交流館ホール
▽内容　プロジェクター映像との融
合芸を考案したデジタル芸人・アキ
ラボーイさんによるデジタルショー
▽定員　200人（先着順）
～共通事項～
▽入場料　無料
■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 30分～午後
９時〉）

弘前学院外人宣教師館
（国重文）・礼拝堂の特別公開
【ゴールデンウィーク中の一般公開】
　1906年にアメリカ人宣教師の住
居として建設され、現在は国指定重
要文化財に指定されている外人宣教
師館を公開します。期間中は建物や
宣教師の暮らしの様子について学生
が解説します。また、100 年以上
前に制作された礼拝堂のステンドグ
ラスやパイプオルガンも見ることが
できます。
▽とき　４月 28日～ 30日の午前
９時30分～午後４時
▽ところ　弘前学院大学（稔町）
▽見学料　無料

【ハンドベル・クワイア
　　　　　　　　ミニコンサート】
▽とき　４月30日（月・祝）、①午
前11時～、②午後２時～
▽ところ　礼拝堂
▽観覧料　無料
※軽食・雑貨販売や、SPGチアリー
ディングパフォーマンスも行いま
す。詳しくは、問い合わせを。
■問弘前学院大学文学部（生島〈おじ
ま〉さん、☎34・5211）

郷土文学館
ラウンジのひととき
▽とき　５月５日（土・祝）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）

２階ラウンジ
▽内容　「語る会（下川原久恭さん
ほか）」による方言詩の朗読
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※障がい者、65歳以上の市民、市
内の小・中学生や外国人留学生、ひ
ろさき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
きるものの提示を。
■問郷土文学館（☎37・5505）

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し
【ダンボールおもしろ貯金箱作り教
室】
▽とき　５月３日（木・祝）
　　　　午前10時～正午
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　15人
▽持ち物　牛乳パック１本（洗って、
四角い状態）
▽申し込み開始　４月22日
【木製立体パズル作り教室】
▽とき　５月４日（金・祝）
　　　　午前９時30分～正午
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　15人
▽申し込み開始　４月22日
【桜の枝の草木染めとこぎん刺し体
験教室】
　せん定した桜の枝で草木染めをし
たこぎん刺しの糸を使ってこぎん刺
しコースターを作ります。
▽日程と内容　草木染め＝５月 19
日（土）の午前９時 30分～ 11時
30分…講師・佐藤芳子さん（りん
ご工房主宰）／こぎん刺し＝５月
26日（土）の午前９時 30 分～正
午…講師・須藤郁子さん（弘前こぎ
ん研究所）
※２日間で１セットの講座です。
▽対象　小学校５年生以上＝16人
※小学生は保護者同伴。
▽持ち物　ゴム手袋、エプロン（草木
染めのみ）
▽申し込み開始　５月６日
～共通事項～

弘前大学大学院人文社会
科学研究科修士論文中間発表会 
▽とき　４月25日（水）
　　　　午後２時30分～
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
棟（文京町）４階多目的ホール 
▽内容　文化財、文化交流、会計シ
ステムを専攻する学生による研究成
果の発表
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部教務担
当 （☎ 39・3941、■Ｅ jm3941@
hirosaki-u.ac.jp、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
jinbun/web/index.html）

鳴海要記念陶房館の催し

◎春の灯りと木のぬくもり
▽とき　4月 27日～５月６日の午
前９時～午後４時（最終日は午後３
時まで）
▽内容　ひょうたんランプ、木のい
すの展示および販売
▽観覧料　無料
◎電動ロクロを体験しませんか？
▽とき　４月 27 日・28 日の午前
10 時～午後３時
▽内容　電動ロクロを使った器作り
▽講師　小山陽久さん、佐藤学さん
（津軽千代造窯）
▽対象　小学生以上
▽参加料　1,500 円（材料費含む）
～共通事項～
▽ところ 鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

ヒロロスクエアのイベント

【ヒロロパーティー～春のソロコン
テスト～】
▽とき　４月28日（土）
　　　　午後０時30分～
▽ところ　３階イベントスペース
▽内容　ダンス２部門（ソロコンテ

▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽参加料　無料
■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）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【はじめてのパソコン講座】
▽と き　５月 10 日・17 日・24
日の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽申し込み開始　４月22日
【ボランティアサポートスタッフ募
集】
　パソコン講座を手伝ってみません
か。パソコン（ソフト）に関する知
識があれば、年齢や経験は問いませ
ん。
※詳しくは、問い合わせを。
■問学習情報館（総合学習センター内、

☎ 26・4800〈午前８時 30 分～
午後５時〉）

音訳奉仕員養成講習会

▽とき　６月５日～ 10月９日の毎
週火曜日、午後１時～４時
▽ところ　弘前市障害者生活支援セ
ンター（土手町）
▽内容　音訳による、視覚障がい者
のための録音図書製作技術の修得
▽対象　高校卒業程度の学力を有
し、パソコンの基本操作ができる人
＝５人程度（書類選考あり）
▽受講料　無料
■問５月 10日までに、青森県視覚障
害者情報センター（☎青森 017・
782・7799）へ。

伝統文化
こどもいけばなクラブ
▽とき　６月９日、７月 14日、８
月 11日、９月８日、10月 13日、
11 月 17 日、12 月１日の午前 10
時～ 11時 30分
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）3階
▽対象　小・中学生＝ 20人（先着
順）
▽参加料　各回 500 円（花材費と

して）
※詳しくは、問い合わせを。
■問５月 11 日までに、華道家元池
坊弘前支部（葛西さん、☎ 27・
0054）へ。

ねぷたまつりイベント民泊
自宅提供者（ホスト）募集
　ねぷたまつり期間中に旅行者が民
家に宿泊できる「イベント民泊」を
実施します。これに伴い自宅を提供
できるホストを募集します。県外の
人と交流したい人、空き部屋を活用
したい人はどうぞこの機会をご活用
ください。
▽募集期間　４月 16日～５月 16
日
▽申し込み方法　郵送、Eメール、
ファクスまたは持参で申し込みを
※申請書などは観光政策課（市役所
５階）で配布しているほか、市ホー
ムページからダウンロードできま
す。
■問観光政策課（〒036・8551、上
白銀町１の１、☎ 35・1128、■Ｆ
38・5867、 ■Ｅ kankou@city.
hirosaki.lg.jp）
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　青森県中弘地区消防協会の定期観閲式が、市役所周
辺と弘前公園内で行われます。消防団員の機械点検や
部隊行進のほか、歴史と伝統を誇る日本一のまとい振
り、はしご乗りの演技を披露します。
▽とき　５月５日（土・祝）
▽内容　第１会場＝市役所周辺（午前７時開始）…機
械点検、放水訓練、自動車部隊分列行進／第２会場＝
弘前公園内（午前９時開始）…人員服装点検、徒歩部
隊分列行進、まとい振り・はしご乗り演技、式典

【交通規制にご協力を】
　当日、会場周辺は一般車両の通行が規制されますの
で、ご協力をお願いします。
▽交通規制区域と時間　市役所前～弘前文化センター
（下白銀町）外濠沿い、午前６時15分～８時 30分
■問防災安全課（☎40・7117）

消防署

大学病院

市役所

市民会館

青森地方裁判所
弘前支部
青森地方裁判所
弘前支部

観光館

中央高校 文化センター

消防観閲式 車両通行止め区域
（黒塗り部分）


