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▼対象　スポーツ少年団の野球
指導者、弘前地区・南黒地区の
中体連の野球指導者
～共通事項～
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月 29 日
（月）までに、Ｅメール（氏名
〈チーム名〉、年齢、性別、電話
番号、返信用Ｅメールアドレス
を記入）で申し込みを。
※チーム参加の場合は、メン
バーの一覧を添えてください。
雨天時は②、③を克雪トレーニ
ングセンター（豊田２丁目）で
実施します。
■問弘前市体育協会（笹森記念
体育館内、☎ 37-5508、■Ｅ
honbu@hirosaki-taikyo.
com）

金魚ちょうちんと金魚ねぷ
たの展示会と講演会

　金魚ねぷたと、金魚ねぷたを
もとに作られた山口県柳井市の
「金魚ちょうちん」の共演をぜ
ひご覧ください。
【展示会】
▼とき　８月１日（木）～３日
（土）の午前10時～午後４時
▼ところ　ＮＨＫ弘前支局（下
白銀町）ギャラリー
▼入場料　無料
【「柳井の金魚ちょうちん」講演
会】
▼とき　８月１日（木）の午後
１時30分～３時
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）１階会議室
▼講師　山近絹代さん（柳井市
観光ボランティア協会副会長）
▼定員　50人（先着順）
▼参加費　無料
▼申し込み方法　７月 16 日
（火）～ 23 日（火）に、電話
か郵送またはファクス（郵便番
号、住所、氏名、電話番号、「金
魚ちょうちん講演会参加希望」

弥生いこいの広場の催し

【動物さんのもぐもぐ観察】
▼とき　7 月 28 日（日）
　　　　午前11時 30分～
▼参加料　無料（ただし、動物
広場入場料が必要）
【Summer スクール「飼育員
のお仕事体験」】
　動物広場にいる動物たちのお
世話をしてみよう。
▼とき　８月３日（土）
　　　　午前９時～午後２時
▼内容　エサの準備、動物広場
の清掃など
▼対象　小学生＝ 15人（先着
順）
▼参加料　300円（豚汁、ジュー
ス代を含む）
▼持ち物　おにぎり、飲み物、
タオル、着替え、帽子、長靴、
手袋
▼申し込み受け付け　７月 15
日（月・祝）～
【カブトムシ GET だぜ !】
　ミッションを達成してカブト
ムシをもらおう !
▼とき　８月４日（日）
　　　　午前10時～正午
※雨天中止。カ
ブトムシが無く
なり次第終了。
▼参加料　無料
※動物広場入場料が必要となる
場合があります。
【弥生いこいの広場キャンプ大会】
▼とき　8 月 24 日（土）、受
け付け開始＝午前 11時、開会
式＝午後 5 時／解散＝ 25 日
（日）、正午（雨天決行）
▼内容　工作教室、ビンゴ大会、
夜の動物広場観察など
▼対象　30組
▼参加料　1 組 5,000 円（使
用料・参加料として）
※参加料は結果の通知後に指定
の口座へ振り込みを。

▼申込期限　7 月 31 日（水）
※応募多数の場合は抽選で決定
し、結果を 8月 9 日（金）ま
でに連絡します。
▼持ち物　キャンプ用品一式
※テントなどのレンタル用品
（有料）も用意しています。
■問弥生いこいの広場（百沢字東
岩木山、☎ 96-2117）

キッズフェスタ with 筑波大学

▼とき　７月31日（水）
①大学野球オープン戦
▼時間　午前 10時～午後０時
30分
▼ところ　はるか夢球場（豊田
２丁目）

▼対戦カード　
筑波大学 vs 青森
大学
※８月1日（木）、
午後１時～筑波
大学 vs 富士大学
も開催します。

②野球教室
▼時間　午後２時～４時
▼ところ　はるか夢球場
▼内容　筑波大学の選手と地元
高校生による野球教室
▼対象　小学生以下
③野球肘について
▼時間　午後４時～５時
▼ところ　はるか夢球場
▼内容　野球検診手帳の紹介お
よび解説
▼講師　佐々木規博さん（弘前
大学大学院医学研究科整形外科
学講座助教）
④指導者講習会
▼時間　午後５時～６時
▼ところ　青森県武道館（豊田
２丁目）会議室
▼テーマ　野球の底辺拡大に伴
う小・中学校の指導者が変わる
べきこと
▼講師　川村卓さん（筑波大学
准教授・同校野球部監督）

と記入）で申し込みを。
■問弘前文化財保存技術協会（今
井二三夫さん、〒036-8333、
若党町 75 の２、☎兼■Ｆ 32-
9272）
※平成31年度市民参加型まち
づくり１％システムの採択事業。

「津軽塗」ワークショップ

▼とき　８月２日（金）～６日
（火）の午前10時～午後３時
▼ところ　武徳殿休憩所（弘前
公園内）
▼内容　箸やUSBメモリなど
への研ぎ出し体験
▼所要時間　約30分～
▼体験料　1,400 円～（別途
入園料が必要）
■問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

郷土文学館
ラウンジのひととき

▼とき　８月３日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）
▼内容　朗読「津軽の詩」
▼出演　下川原久恭さん（語る
会）ほか
▼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）

高岡の森弘前藩歴史館
第２回ロビーコンサート

▼とき　８月３日（土）、午後
２時30分～３時 30分
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史

館（高岡字獅子沢）
▼内容　チェロとコントラバス
の二重奏
▼出演　菊地謙太郎
さん、鈴木愛理さん
▼定員　30人
※事前の申し込みは
不要。
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼観覧料　一般＝ 300 円／高
校・大学生＝ 150 円／小・中
学生＝100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。
■問高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

ハンカチの叩き染め体験

▼とき　８月11日（日・祝）
　　　　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、親子での参加も可）
▼参加料　１人500円
※別途入園料が必要となる場合
があります。
▼申し込み受け付け　７月 20
日（土）～
■問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

みんなで知ろう！
がんフェスティバル

正しいがんの情報を紹介し
ますので、気軽においでくだ
さい。
▼とき　８月18日（日）
　　　　正午～午後４時
▼ところ　土手町コミュニティ
パーク
▼テーマ　これが“わたし”
▼内容　講演、体験など
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学医学部附属病院が
ん相談支援センター（☎ 39-
5174）
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　りんごの生育状況の観察など親子で楽しめるイ
ベントが盛りだくさん！フードコーナーも出店し
ますので、皆さんお誘いあわせの上ぜひお越しく
ださい。
▼とき　7月 28日（日）、午前10時～午後３時
▼ところ　りんご公園（清水富田字寺沢）
▼内容　ずぶ濡れ！水鉄砲、りんご畑で働くクルマ
大集合！、りんごジュース飲み比べ、ねぷたのうち
わ作り、夏のりんご園を大調査！など
※一部のイベントは有料。天候により、イベント
内容を変更することがあります。
■問りんご公園まつり事業実行委員会事務局（りん
ご課内、☎40-7105）

りんご公園サマーフェスティバル2019


