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 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

 暮らしのinformation

※催しがある場合など、設置し
ない日もありますので、詳しく
はホームページ（http://www.
hirorosquare.jp/）で確認するか、
問い合わせを。
【親子で一緒に英語体験１.２.３！】
▽とき　８月９日（木）、午前 10
時 30分～ 11時 20分
▽ところ　３階イベントスペース
▽対象　未就学児とその保護者＝
25組（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■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〉）

おでかけ緑の講習会

　植物に関する疑問はありません
か。樹木医、グリーンアドバイザー、
造園技能士が学習会などのお手伝い
をします。
▽受付期間　開催日の１カ月前まで
（年末年始を除く）
▽時間　午前９時～午後５時のうち
３時間以内
▽対象　市内に在住、在勤または在

学する複数人で構成された町会、学
校、団体、グループなどが主催する
事業
▽料金　無料
※一部有料となる場合がありますの
で、詳しくはホームページ（http://
www.h i rosak ipark .o r. jp /
koshu/index.html）で確認する
か問い合わせを。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

弘前の歴史的文化遺産講座

「明治 150 年 弘前の文明開化」
▽とき　８月 22 日～ 10 月 24 日
の毎週水曜日
※時間はいずれも午前 10時～ 11
時 30分。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽対象　原則全 10回の講座すべて
受講可能な人＝30人
※応募多数の場合は抽選で決定。
▽参加料　無料
▽申し込み方法　７月 17日～８月
６日に、郵送かファクス（郵便番
号・住所・氏名・年齢・性別・電話
番号を記入）で、今井二三夫さん
（〒 036・8333、若党町 75の２、
■Ｆ 32・9272）へ。
■問弘前文化財保存技術協会（今井さ
ん、☎32・9272）

▽ところ　追手門広場
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）

ふるさと探訪バスツアー

【A コース「津軽白神湖と岩木山ま
るごとコース」】
▽とき　９月４日（火）
▽集合　午前 9時までに弘前運動
公園（豊田２丁目）駐車場または午
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　水陸両用バス乗車体
験（西目屋村）→マタギ亭（昼食）
→岩木山神社参拝・散策→高岡の森
弘前藩歴史館見学（いずれも弘前市）
▽定員　35人
▽参加料　4,000 円
【Ｂコース「津軽の美景と味覚満喫
コース」】
▽とき　９月８日（土）
▽集合　午前9時までに JR弘前駅
城東口バスプールまたは午前９時
25分までに堀越雪置き場駐車場へ
▽訪問コース　青森ワイナリーホテ
ル（大鰐町）見学・散策→盛美園（平
川市）見学→ふじさき食彩テラス（藤
崎町）昼食→津軽伝承工芸館（黒石
市）こけし絵付け体験
▽定員　40人
▽参加料　3,500 円
～共通事項～
▽時間　午前９時～午後４時（小雨
決行）
▽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
※参加料はいずれも昼食代・施設入
館料を含む。
▽申し込み方法　８月８日（当日消
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（ふ
りがな）、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。
※１回の申し込みで 2人まで。応
募多数の場合は抽選で決定し、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

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 夏の定期公演
　夏にまつわる作品を中心とした臨
場感あふれる朗読劇ステージです。
▽とき　８月４日（土）
　　　　午後２時～３時15分
▽ところ　太宰治まなびの家（旧藤
田家住宅、御幸町）
▽上演作品　『満願』、『たずねびと』、
『炎天汗談』など７作品
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。弘前厚生
学院の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携
帯090・3123・3861）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

弘前城植物園８月の催し

◎夏休み自由研究応援！草木の叩き
染め体験
　植物園の木や花をスケッチした
り、ハンカチの叩き染め体験ができ
ます。
▽とき　８月12日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　弘前城植物園
▽対象　小学生＝20人（先着順）
▽参加料　500円
■問７月 23日から、市みどりの協会
（☎33・8733）へ。

めぐり愛バスツアー

　素敵な出会いを見つけるバスツ
アーです。
▽とき　８月19日（日）
　　　　午後１時～７時30分
▽集合　弘前駅城東口
▽内容　板柳町でクッキーづくり体
験、黒石市で街歩き、弘前市で懇親
会
▽対象　20 歳以上 60 歳未満の独
身者で、弘前圏域市町村（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・在勤する人＝男女各20人
▽参加料　3,000 円
※申し込み方法など、詳しくは市
ホームページをご覧ください。
■問８月 10 日までに、ひろさき広
域出愛サポートセンター（☎ 35・
1123、■Ｅ h-deai@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２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
30分に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、汗拭きタ
オル、雨具など
▽申し込み方法　８月 10 日まで
に、郵送またはファクス（郵便番号、
住所、氏名、年齢、性別、電話番号、「ス
カイライン参加」と記入）で申し込
みを。後日参加申込書を送付します。
■問弘前歩こう会事務局（今井さん、
〒 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％システム採択事業。

台湾・台南市のパフォーマンス
団体による伝統舞踊披露
　昨年、友好交流の覚書を締結した
台湾・台南市のパフォーマンス団体
が、台湾のお祭りには欠かせない「八
家将（はっかしょう）」を披露します。
独特な歩き方や踊りはさまざまな災
いを払うといわれています。台南市
の伝統文化に触れてみませんか？
▽とき　８月２日（木）、午後３時～

 教室・講座
  

 

ジ（http://tsugarukoiki.jp/）を
ご覧ください。

ヒロロスクエアのイベント

【ダンス交流文化祭 2018 参加者
募集】
▽とき　①９月８日…チームダンス
コンテスト部門・チームバトル部門
（対象…学生）／②９月９日…ワー
クショップ（対象…学生および教育
関係者）
▽ところ　①４階市民文化交流館
ホール、②３階健康ホール
▽申し込み方法　チケット（2,000
円）を購入の上、電話で、ひろさ
き芸術舞踊実行委員会（☎ 88・
6499）へ。１枚で①②どちらも参
加できます。
▽チケット取扱所　ヒロロ（１階イ
ンフォメーション、３階文化交流館
窓口）、ひろさき芸術舞踊実行委員
会（山道町）
【ヒロロ de 学習】
　より多くの人が自主学習できるよ
う、イベントスペースに机と椅子を
追加設置します。テスト勉強や書類
作成など、さまざまな用途にぜひご
利用ください。
▽開設時間　午後４時～８時 45分
（夏休み期間の一部は午前９時～）
▽ところ　３階イベントスペース

　昭和 30年ごろに撮影された懐かしい弘前のまち
の姿の、30年後、そして 60年後の現在までの町並
みの移り変わりを紹介します。
▽とき　10 月 15日までの午前９時 30分～午後４
時30分（毎週火曜日は休館）
▽ところ　旧第五十九銀行本店本館
（青森銀行記念館）２階大会議室
▽入場料　無料（ただし、入館料
が必要）
※弘前ねぷたまつり期間中は無休
で午後６時まで開館。期間中入館
料も無料。
■問文化財課（☎82・1642）

60 年前の弘前のまちの姿

「～懐かしい町並みの移り変わり～」

昭和 30年ごろ

昭和 60年ごろ

現在


