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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）

春の動物ふれあい
フェスティバル2019

～共に生きる新しい時代の幕開
け～
▼とき　５月４日（土・祝）・
５日（日・祝）、午前 10 時～
午後４時
▼ところ　青森県動物愛護セン
ター（青森市大字宮田）
▼内容　ドッグヨーガ、ワン
ちゃん栄養学教室など
■問青森県動物愛護センター（☎
017-726-6100）

理研よこはま
サイエンスカフェ

【ビッグデータで健康の未来を
予測する！ -寿命から健康の本
質を考えよう -】
▼とき　５月 11 日（土）、午
後２時～３時 30分（受け付け
は午後１時30分～）
▼ところ　弘前大学健康未来イ
ノベーションセンター（在府町）
▼講師　村下公一さん（弘前大
学COI教授）、三木一郎さん（理
化学研究所マネージャー）
▼定員　60人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　４月 23 日
（火）正午までに、ホームペー
ジ（https://www.yokohama.
riken.jp/sciencecafe/）また
はＥメール（氏名・年代・電話
番号を記入）で、申し込みを。
■問理化学研究所横浜事業所（総
務課、☎045-503-9111〈内線
2223〉、■Ｅ yscafe@riken.jp）

弘前学院外人宣教師館（国
重文）・礼拝堂の特別公開

▼とき　４月 27 日（土）～
29 日（月・祝）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
※軽食・雑貨販売やハンドベル・
クワイアの演奏も行います。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）

はるか夢球場のイベント

【バッティングセンター】
▼とき　４月 27日（土）・28
日（日）、午前９時～午後４時（受
け付けは午前８時30分～）
▼参加料　500円（１回24球）
▼持ち物　バット、ヘルメット
（無料貸し出しあり）
※スパイクの着用は不可。

【防災フェスタ】
▼とき　４月 28 日（日）、午
前10時～午後１時
▼内容　地域防災拠点施設「は
るか夢球場」の見学（見学ツアー
は午前 10時 30 分～、正午～
の 2回実施）、防災車両展示・
乗車体験、非常食試食、スタン
プラリーほか
※全ての防災コーナーに参加し
た人には、バッティングセン
ター10球無料券を贈呈。
▼参加料　無料
～共通事項～
▼ところ　はるか夢球場（豊田
２丁目、運動公園内）
※事前の申し込みは不要。雨天
による中止の場合、当日の午前
８時に市体育協会フェイスブッ
クでお知らせします。
■問運動公園（☎27-6411）

こぎんフェス

　津軽こぎん刺しの展示、こぎ
んグッズの販売やワークショッ
プなどを行います。
▼とき　４月28日（日）～30
日（火・休）の午前10時～午
後８時（最終日は午後６時まで）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼入場料　無料
■問こぎんフェス実行委員会（し
まや内、☎32-6046）

郷土文学館ラウンジの
ひととき

▼とき　５月４日（土・祝）、
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

東北女子大学公開講座

▼内容と日程　「百人一首を楽
しく読む～文学作品として～」
＝４月 20日、５月 11日、６
月８日、７月13日、９月７日、
10月５日、11月２日、12月
７日、2020 年１月 11日、２
月 15 日（いずれも土曜日）、
午前 10時 30 分～正午／「楽
しく本を読もう～脳の活性化の
ために～」＝４月 27日、５月
25日、６月 29日、７月 27日、
９月 28 日、10 月 26 日、11
月 30日、12月 21日、2020
年１月 25日、２月 29日（い
ずれも土曜日）、午前10時 30
分～正午
▼ところ　東北女子大学（清原
１丁目）
▼対象　高校生以上
▼受講料　無料
※当日参加もできますが、なる
べく事前の申し込みを。
■問東北女子大学公開講座係（☎
33-2289）

環境整備センタープラザ棟
の教室

【木製立体パズル作り教室】
▼とき　５月３日（金・祝）、
午前９時30分～正午
▼講師　尾崎行雄さん
▼定員　15 人（小学生以下は
保護者同伴）
【花と香りを楽しむアロマワッ
クス作り教室】
▼とき　５月５日（日・祝）、
午前９時30分～正午
▼講師　プラザ棟職員
▼対象　小学生以上＝ 20 人
（小学生は保護者同伴）
▼持ち物　牛乳パック１枚、ア
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ロマオイル（持っている人のみ）
～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
▼申し込み受け付け　４月 21
日（日）から
■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〈月曜
日が祝日の場合は翌日〉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（いずれも金曜日）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
▼申し込み受け付け　４月 21
日（日）から
【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〉）

手作り絵本講習会

～世界に１冊だけの自分の絵本
をつくろう～
▼とき　５月 11 日（土）、午
後１時～４時30分

▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼講師　ささやすゆきさん
▼対象　親子10組（先着順）
▼参加料　１冊につき100円
▼申し込み受け付け　４月 19
日（金）から
■問弘前図書館（☎32-3794）

初心者向けりんご研修会
（摘果編）

▼とき　５月 25 日（土）、午
前10時～
▼集合場所　りんご公園（清水
富田字寺沢）
▼内容　①基本コース（午前
11 時 30 分頃まで）…初心者
向けりんごの摘果研修（実技研
修、作業DVDの視聴）
②応用コース（午後３時頃まで）
…①のステップアップ研修
▼講師　青森県りんご協会職員
ほか
▼対象　①りんごの補助作業に
関心のある市民または市内で就
農を希望する人＝ 50人、②①
の参加者で、りんご園地でのア
ルバイト希望者、または、りん
ご園地で補助作業を行っている
人＝20人
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、汗拭きタオ
ル、雨合羽（雨天時）、昼食（②
参加者のみ）
▼申し込み方法　５月 17 日
（金）までに、電話かファクスま
たはEメール（氏名・電話番号・
りんご作業経験の有無・希望の
コースを記入）で申し込みを。
※無料の託児があります。希望
者は４月 25日（木）までに申
し込みを。
※天候等により６月１日（土）
に延期の場合あり。
■問 農政課（☎ 40-7102、■Ｆ
32-3432、 ■Ｅ nousei@city.
hirosaki.lg.jp）

★観察会　春の星座を楽しも
う
▼とき　４月 27日（土）
★観察会　月面をのぞこう
▼とき　５月 11日（土）
～共通事項～
▼時間　午後７時～ 9時
▼ところ　星と森のロマン
トピア（水木在家字桜井）
▼入館料　高校生以上＝
200 円／４歳～中学生＝
100 円／３歳以下、市民は
無料。
▼通常開館時間　午後１時
～ 10時（最終入館は午後９
時 30分）
■問星と森のロマントピア天文
台（☎ 84-2233、月曜日は
休み）

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

 教室・講座


