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ト実行委員会事務局（文化スポー
ツ振興課内、☎ 40・0583）／旅
行について…弘南バス観光部（☎
38・2255）

親子ふれあい交流会「こども
塾・はは塾plusぱぱin青森」
▽とき　９月１日・２日（１泊２日）
▽ところ　ホテル青森（青森市堤
町）、青龍寺（青森市大字桑原字山崎）
※弘前市内からの送迎バスを予定。
▽内容　お寺修行体験、交流会
▽対象　県内のひとり親家庭の親
子＝30組程度
▽参加料　大人＝ 5,000 円、子
ども＝ 1,000 円（２人目からは
500円。３歳未満は無料）
▽申込締め切り日　７月13日
■問青森県母子寡婦福祉連合会（☎青
森017・735・4152）
※参加申込書は、子育て支援課（市
役所１階）で配布しています。

ねぷた囃子（ばやし）講習会
▽とき　６月 27日～７月６日の午
後７時～８時30分
▽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

 

 

（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　ブレイクダンスバトル、
ポップダンスバトル
▽観覧料　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〉）

弥生の森づくりを考える
セミナー
～人口減少時代に向き合える自然
保護と公園づくりとは～
▽とき　６月30日（土）
　　　　午後１時30分～４時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽講師　高川晋一さん（日本自然保
護協会市民活動推進室長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弥生スキー場跡地問題を考える
市民ネットワーク（竹浪さん、☎携
帯070・6952・2614）

親子で自然観察会 in弥生
スキー場跡地（弥生の森）
▽とき　７月１日（日）
　　　　午前10時～正午
▽集合場所　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、帽子、タオル、手袋
▽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）で申し込みを。
■問公園緑地課（☎ 33・8739、■Ｆ
33・8799、 ■Ｅ kouen@city.
hirosaki.lg.jp）

サッカー・ブランデュー
弘前 FC　ホーム戦
▽とき　①７月１日、②７月８日、
ともに午後１時キックオフ（予定）
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）

陸上競技場
▽対戦相手　①富士クラブ 2003
（岩手県）、②秋田 FCカンビアーレ
▽入場料　無料
■問ブランデュー弘前 FC事務局（☎
35・2012、 ■Ｈ https://www.
blancdieu-hirosaki.com）

大仏公園あじさいまつり　

▽とき　７月１日～ 31日　
▽ところ　大仏公園（石川字大仏）
▽期間中イベント　川柳・お絵描きコ
ンテスト、チェックポイントクイズ
▽特別イベント　７月８日…①紙
ひこうき大会＝午前 10時 30分～
（受け付けは午前 10時～）、②ジャ
ズ演奏・アカペラ＝午前 11 時～
（出演…長谷川健Swing Hat Jazz 
Orchestra、アカペラグループ「ロ
ンドンズ」）、③お絵描きコーナー
※雨天時は15日に順延。
▽参加料　無料（①は町会が用意し
た紙を使用）　
■問石川町会（工藤さん、☎携帯
090・3756・8605 ／石川町民会
館、☎ 92・3215）
※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。

郷土文学館ラウンジの催し

▽とき　７月７日（土）
　　　　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　津軽カタリストによる「声
で紡ぐ太宰治の世界」
▽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）

縄文人の首飾り「勾玉」・
縄文土器製作体験
◎勾玉（まがたま）製作体験
▽とき　７月 22 日（日）、午後１

鳴海要記念陶房館の催し
◎小野修水彩画展～陸奥新報“日々
想”原画～
▽とき　６月 17日～ 24日の午前
９時～午後４時
◎一閑張りと古布のバック展
▽とき　６月 28 日～７月 2 日の
午前９時～午後４時
◎こぎん刺し体験と小物販売
▽とき　毎月第２・第４日曜日の午
前 10時～午後３時（体験の受け付
けは午後２時30分まで）
～共通事項～
▽ところ 鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽観覧料　無料（体験などは一部有料）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

まちなかクラフト村
弘前工芸舎展示会
◎メインテーブル企画
▽とき　① ６月 22日～７月４日、
②７月 13日～ 29 日の午前 10時
～午後４時
▽内容　①小野英樹さんの木工作
品、②渡辺恵美子さんの藍染
◎コラボ企画「器と添え花」
▽とき　７月７日・８日の午前 10
時～午後４時
▽内容　弘前工芸舎のさまざまな
作品に添え花を行い、作品の魅力を
引き出します。
▽講師　長利義子さん ほか
～共通事項～
▽ところ　藤田記念庭園考古館（上
白銀町）２階ギャラリースペース
▽入場料　無料
■問商工政策課（☎35・1135）

ヒロロスクエアのイベント

◎ON THE BEAT
▽とき　６月30日（土）、午前11
時 30分～午後７時ごろ
▽ところ　市民文化交流館ホール

時30分～３時
▽参加料　300円（当日徴収）
▽申込締切　７月12日
◎縄文土器製作体験
▽とき　７月 29 日（日）、午後１
時30分～３時
▽参加料　無料
▽申込締切　７月19日
～共通事項～
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽対象　小学生以上
▽持ち物　手拭きタオル、汗拭きタ
オル、エプロン、飲み物
▽申し込み方法　ファクスか郵送
（郵便番号・住所・氏名・年齢・学年・
性別・参加希望の体験名を記入）で
申し込みを。
■問弘前縄文の会（今井二三夫さん、
〒 036・8333、若党町 75 の 2、
☎兼■Ｆ 32・9272）
※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。

ソフトボール世界選手権
チャイニーズ・タイペイ応援
バスツアー（ホストタウン事業）

▽とき　８月４日（土）、午後３時
30分試合開始
▽ところ　ゼットエーボールパー
ク（千葉県市原市）
※８月３日の早朝に出発し、８月５
日の早朝に帰弘（１泊３日）。
▽集合・解散場所　弘前駅城東口
▽対戦カード　アメリカ合衆国対
チャイニーズ・タイペイ
▽対象　市民および市内に通勤・通
学している人とその家族＝ 35 人
（先着順）
※中学生以下は保護者同伴。
▽参加料　大人＝１万円、中学生以
下＝5,000円
▽申し込み方法　申込用紙に必要事
項を記入し、７月 13日までに弘南
バス観光部（藤野２丁目）へ提出を。
※申込用紙は弘南バス、文化スポー
ツ振興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。行程など詳しくは申込用紙
をご覧ください。
■問弘前市国際スポーツプロジェク

▽講師　伝統ねぷた囃子津軽組
▽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（市立観光館内、☎ 37・5501）

防災啓発研修会
～命をまもるためにいまできるこ
とは何か～
▽とき　６月 29 日（金）、午後１
時30分～４時 45分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽講師　瀧本浩一さん（山口大学大
学院）、越野修三さん（岩手大学地
域防災研究センター）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問青森県危機管理局防災危機管理
課（☎青森017・734・9181）

弥生いこいの広場の工作教室

▽とき　７月１日（日）、午後１時～
※材料が無くなり次第終了。
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽内容　牛乳パックで作る風車
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弥生いこいの広場（☎96・2117）
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　今年度からインターネットでの検診予約を開始します。24時間申し込み
できますので、ぜひ利用してください。
▽対象となる健診　巡回がん検診および複合健診、
巡回子宮がん・乳がん検診（40歳以上のみ）、ヒ
ロロでの複合健診、20・30代健診
▽予約方法　ホームページ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp/fukushi/kenko/）から予約してください。
▽その他　受診希望日の約１週間前に書類一式を送付します。託児日利用者
や申し込み後のキャンセルは、弘前市保健センターへ連絡を。
■問弘前市保健センター（健康づくり推進課内、☎37・3750）


