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藤田記念庭園夜間開園

▽とき　５月 26 日（土）
           午後５時～９時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）、洋館（藤田謙一資料館）、高台
部、低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子ども
＝ 100 円
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

郷土文学館ラウンジのひととき

▽とき　６月２日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽内容　マンドリンとギターのコン
サート
▽出演　古川里美さん、今井正治さん
▽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）

弘前駅前遊歩道賑わい祭
Hirosaki Jazz street 2018
▽とき　６月２日（土）、午後０時
30 分～午後８時 30 分（少雨決行）
▽ところ　弘前駅前公園、弘前駅前
遊歩道（荒天時はヒロロ〈駅前町〉
４階市民文化交流館ホール）
▽内容　航空自衛隊北部航空音楽隊
ほか多数によるジャズ演奏
※変更の場合あり。
▽観覧料　無料
■問弘前駅前遊歩道賑わい祭実行委員
会（松ノ木内、☎ 34・2521）
※平成 30 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

水道週間の催し
　６月１日～７日を弘前市水道週間
とし、イベントなどを開催します。

【「弘前市水道週間」イベント】
　イベントに参加すると、上下水道

部オリジナルグッズがもらえます。
▽とき　６月２日（土）
　　　　午前 10 時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　ペットボトル水「ひろさき
の水」と市販ミネラルウォーターの
飲み比べ、水道クイズ、DVD「水
道水のできるまで」の上映など

【家庭巡回サービス】
　6 月 1 日～７日の平日に、ひと
り暮らしの高齢者や体の不自由な人
の家庭を対象に、給水装置の無料点
検を行います。
※事前の申し込みが必要。
▽申込先　上下水道部お客さまセン
ター（☎ 55・6868）

【アンケート調査】
　６月１日～７日の平日に、上下水
道部（岩木庁舎・本庁舎）の受付窓
口でアンケートに回答すると、ペッ
トボトル水「ひろさきの水」や水道
修繕セットがもらえます。
■問 上 下 水 道 部 総 務 課（ ☎ 55・
9660）

第 60 回水道週間

【水道水 安全 おいしい 金メダル】
（第 60 回水道週間スローガン）
　水道週間にちなみ、総合浄水場を
一般公開します。
▽とき　６月３日（日）
　　　　午前９時～午後４時 30 分
▽ところ　津軽広域水道企業団津軽
事業部（黒石市大字石名坂字姥懐）
▽参加料　無料（記念品有り）
※詳しくはホームページの確認を。
■問 津軽広域水道企業団津軽事業部
総 務 課（ ☎ 黒 石 52・6033、 ■H
http://www.tusui.jp/）

ヒロロスクエアのイベント

【第９回食育フェスティバル in ヒ
ロロスクエア】
▽とき　６月３日（日）
　　　　午前 10 時～午後 1 時
▽ところ　３階イベントスペース
▽内容　「腸が喜ぶ食生活！」をテー
マにしたブースやステージイベン
ト、おからこんにゃく開発者・岡田

岩木図書館
メエメエさんおはなし会
▽とき　５月の毎週土曜日、午前
10 時 30 分～ 11 時
▽ところ　岩木図書館（賀田１丁目）
児童室
▽内容　絵本の読み聞かせ
※事前の申し込みは不要。
■問岩木図書館（☎ 82・1651）

鳴海要記念陶房館の催し

◎「福田貴仁ノ絵空事」
▽とき　５月 20 日～ 27 日の午前
９時～午後４時
▽内容　油彩を中心とした絵画展
▽観覧料　無料
◎電動ロクロを体験しませんか？
▽ と き　 ５ 月 18 日・19 日・20
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）

哲子さんによる試食付きミニトーク
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。詳しくは、
問い合わせを。

【ぷらっとシアター　人形劇団え
りっこ『今夜は食べほうだい！』】
▽とき　６月３日（日）
　　　　午前 11 時 15 分～　
▽ところ　４階市民文化交流館ホール
▽入場券　前売り＝ 500 円（３歳
以上）、当日＝ 700 円
▽入場券取扱所　３階市民文化交流
館窓口、１階インフォメーション
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員会
事務局（☎ 35・0154、午前８時
30 分～午後９時）

オリヴィエのチェンバロ
コンサート
　本場ヨーロッパで活躍するフラン
ス人チェンバロ奏者による公演です。
▽とき　６月３日（日）、①午後２
時 30 分～ （午後２時開場）、②午
後６時 30 分～（午後６時開場）
▽ところ　弘前西教会（袋町）
▽入場料（全席自由）　前売券＝
3,000 円、当日券＝ 4,000 円
※各回で入場料が必要。
▽チケット販売所　弘前市民会館、

弘前中三、平山萬年堂、弘大生協、
百石町ラグノオ SAKI ほか
■問三浦音楽事務所（三浦さん、☎携
帯 070・5320・1975）

弘前地区環境整備センター
プラザ棟の催し
○リトミック体験『手づくり楽器で
あそぼう♪』
　不要になった物から楽器を作っ
て、みんなで楽しくリトミック演奏
体験をします。
▽とき　６月 10 日（日）
　　　　午前 10 時～正午
▽講師　大藤朋美さん（Private　
Salon　musicaTmo 代表）
▽対象　未就学児と保護者＝ 20 組
程度
▽持ち物　空のペットボトル１本

（大きさは自由、キャップ付き、な
るべくつぶれにくいもの）
▽申し込み受け付け　５月 27 日、
午前９時～
○ごみってどう処理されるの？～ご
み処理施設の見学と家庭で取り組む
節約術～
▽とき　６月 16 日（土）
　　　　午前９時 30 分～正午
▽講師　齊藤サツ子さん（青森県環

境パートナーシップセンター会員）
▽定員　20 人程度（親子での参加
も可）
▽申し込み受け付け　６月３日、
午前９時～
▽その他　歩きやすい靴で参加を
～共通事項～
▽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）

第 11 回青森県民スポーツ・
レクリエーション祭
　県内 13 市町でゲートボールな
ど、35 種目の大会が行われます。
▽とき　７月７日・８日（一部の種
目は７月１日）
▽ところ　県内の各体育施設など
※事前の申し込みが必要。詳しく
は ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
pref .aomori . lg . jp/bunka/
sports/11th-kenmin-sporec-
fes.html）の確認を。
■問 青森県スポーツ・レクリエー
ション連盟（☎青森 017・734・
9909）

 イベント

緑の相談所 ６月の
催し

【展示会】
●山野草展　１日～３日の午前９
時～午後４時

【講習会】
●ツツジ・ボタンの剪定　
２日（土）、午後１時 30 分～３
時 30 分
※事前の申し込みは不要。

【弘前城植物園…今月見られる花】
ハンカチツリー、ツツジ、西洋シャ
クナゲ、ボタンなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

 

　神奈川フィルハーモニー管弦楽団ソロ・コンサート
マスター石田泰尚さんの呼びかけにより結成された弦
楽合奏団「石田組」の演奏をぜひお楽しみください。
　公演の様子は８月に NHK-FM で、９月に BS プレ
ミアムで放送される予定です。
▽とき　７月１日（日）、午後３時～（午後２時 15
分開場）

▽ところ　弘前文化センター（下白銀町）ホール
▽曲目（予定）　モーツァルト「アイネ・クライネ・
ナハトムジーク K.525」、「ニュー・シネマ・パラダ
イス」、「荒野の七人」、「紫の炎」ほか
▽入場料　無料（未就学児入場不可）
※事前の申し込みが必要。
▽申し込み方法　６月 11 日（必着）までに、往復は
がきに必要事項を記入の上、〒 030・8633（住所不要）
ＮＨＫ青森放送局「ベストオブクラシック」係へ。

【往信用裏面】郵便番号・住所・氏名・電話番号
【返信用表面】郵便番号・住所・氏名（返信用裏面に
は何も書かないでください）
※応募多数の場合は抽選で決定。応募者全員に通知します。
■問 NHK 青森放送局（☎青森 017・774・5111、■H
http://nhk.jp/aomori）
※応募の際に取得した情報は、抽選結果の連絡のほか、
NHK 受信料のお願いに使用することがあります。

　  
 

NHK-FM「ベストオブクラシック」公開収録　観覧者募集

　（Ｃ）石田組

　


