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弘前の武家屋敷街あるき講座

　国の町並み保存地区に選定さ
れている仲町地区や、武家屋敷
街を巡り歩きます。
▼とき　９月９日（水）・16日
（水）・23 日（水）、午後１時
30分～３時30分（雨天実施）
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
▼内容　第１回「笹森町・長坂
町付近の街歩き」、第２回「蔵
主町・元黒石町・大浦町付近の
街歩き」、第３回「追手口亀甲
町に仲町地区の街歩き」
▼対象　上記の全日程に参加で
きる市民＝30人
▼参加料　3,000円
▼持ち物　筆記用具
▼申し込み方法　８月 30 日
（日）までに、郵便番号・住所・
氏名・年齢・電話番号を記入の
上、郵送またはファクスで申し
込みを。
■■問問弘前市仲町地区伝統的建造物
群保存会（今井さん、〒 036-
8333、若党町 75 の２、☎兼
■Ｆ 32-9272）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システムの採択事業。

いやしのフラダンス教室

▼とき　９月 11日（金）・25
日（金）の午前10時～ 11時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼内容　下半身に効く、高齢者
向けのやさしいフラダンス
▼講師　田中希生子さん
▼対象　65 歳以
上の市民＝各回
12人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　タオル、飲み物、動
きやすい服装

辺の生育不良な杉林地の除伐や
植樹ブナ周辺の下草刈りなどの
作業、原生ブナ林の観察会を行
います。
▼とき　９月 19日（土）の午
前８時から 20日（日）の午後
５時30分まで
▼ところ　白神山地内奥赤石
▼内容　枯損木等の除伐、除去、
下草刈り、植樹、自然観察会
▼対象　市民＝30人（先着順）
※未成年者は保護者の同意が必
要。
▼参加料　500 円（損害保険
料等として当日徴収）
▼持ち物　寝袋、食料など
※詳しくは問い合わせを。
▼申し込み方法　９月９日（水）
までに、電話、ファクスまたは
Eメール（住所、氏名、生年月日、
血液型、電話番号を記入）で申
し込みを。
■■問問日本山岳会青森支部（須々
田さん、☎兼■Ｆ 44-7237、■Ｅ
h.susuta@gmail.com）

ゆったりヨガ教室

▼とき　９月３日（木）・17
日（木）の午後２時～３時

親子で学ぼう！私たちの防災

　災害時に自分を守る為の「防
災」と「減災」の知識を、親子
で楽しみながら学びます。
▼とき　９月６日（日）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼内容　消火器の使い方体験、
防災クイズスタンプラリーほか
▼講師　弘前市消防団女性分
団、防災士
▼対象　年長～小学校６年生と
その保護者＝15組（先着順）
※子どものみの参加も可。
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
※イベントの詳細はヒロロス
クエアホームページ（http://
www.hirorosquare.jp）をご
覧ください。
■■問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）

白神山地ブナ林再生事業と
自然観察会

　世界遺産「白神山地」のブナ
林を再生するため、緩衝地帯周

▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼内容　初心者や高齢者にもや
さしいヨガ
▼講師　金輪佳子さん
▼ 対 象　65 歳以
上の市民＝各回
12人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込み
が必要。
▼持ち物　タオル、飲み物、動
きやすい服装
■■問問８月 20日（木）から、温水
プール石川（☎49-7081）へ。

おやこ仕舞教室

　世界文化遺産である能の美を
表現する仕舞の基本教室および
成果発表会を開催します。
▼とき　教室＝９月５日（土）・
６日（日）・20日（日）、10月
４日（日）・18日（日）・24日
（土）／発表会＝10月25日（日）
※土曜日は午後２時～４時、日
曜日は午前10時～正午。
▼ところ　教室＝サンライフ弘
前（豊田１丁目）ほか。発表会
＝弘前文化センター（下白銀町）
▼対象　幼児・小・中・高校生
および保護者（子どもだけの参
加も可）
▼受講料　無料（ただし発表会
装束代として1,500円）
▼講師　上野朝義さん（シテ方
観世流職分）、上野朝彦さんほか
※SNSなどによる講習。
▼申し込み方法　８月 31 日
（月・必着）までに、往復はが
き（住所・氏名・学校名・学年・
電話番号・保護者同伴の有無を
記入）で、弘前おやこ仕舞教室
（〒 036-8342、笹森町 35、
篠崎さん方）へ。　
■■問問弘前能楽普及座（篠崎さん、
☎ 37-5184、上野さん〈大阪
市〉☎06-6357-0844）

■■問問８月 20日（木）から、温水
プール石川（☎49-7081）へ。

観光ボランティアガイド
養成講座

　あなたも弘前の観光ボラン
ティアガイドになりませんか？
▼とき　９月 12日（土）の①
午前９時 30 分～、②午前 11
時～／ 19日（土）の③午前９
時 30 分～、④午前 10 時 45
分～／ 26日（土）の⑤午前９
時30分～、⑥午前11時～
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼講座内容と講師　１講座＝１
単位
①【必修】「ガイドの心構え・
弘前観光全般について」…坂本
崇さん（弘前観光コンベンショ
ン協会前事務局長）
②「これからの外国人観光客の
接遇対応」…鈴木真由美さん（イ
ンバウンドコーチ）
③「弘前市のまつり（4大まつ
り）」…成田敏さん（民俗研究家）
④「弘前市周辺市町村のまつり」
…成田敏さん（民俗研究家）
⑤【必修】「弘前公園の歴史」
…福井敏隆さん（弘前市文化財
審議委員長）　
⑥「石垣修理のこれからについ
て」…福井流星さん（弘前城整
備活用推進室）
　上記６講座中、必修を含めた
４単位取得後、10月中に実地
研修を修了した人は、ボラン
ティアガイドの会の入会資格が
取得できます。
▼定員　各講座50人（先着順）
▼受講料　無料
※事前の予約が必要。詳しくは、
弘前観光コンベンション協会の
ホームページで確認を。
■■問問弘前観光コンベンション協会
（☎ 35-3131、平日の午前９
時～午後５時）

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

 教室・講座

市のテレビ番組

　７月 11 日にグランドオープンした弘前れんが倉庫
美術館の設備や現在開催中のプログラム「Thank You 
Memory －醸造から創造へ－」で展示されている作品の
紹介など、美術館の魅力をお伝えします。
○放送日　８月29日（土）、午前11時30分～11時45分
○放送局　青森朝日放送（ABA）

「弘前れんが倉庫美術館に
行ってみよう！」

 

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　169,038人
 　男  　  77,320人 　男  　  77,320人
 　女 　女 　    　   91,718人91,718人

令和２年７月１日現在（推計）令和２年７月１日現在（推計）
・世帯数  72,222世帯　・世帯数  72,222世帯　

（-131）（-131）
（-62）（-62）
（-69）（-69）
（-1）（-1）

 

休日在宅当番

▼診療時間　内科…午前９時～
正午／耳鼻咽喉科・眼科、歯科
…午前10時～午後４時

◎予定が変更となる場合があり
ますので、受診する際は事前に
弘前市医師会・弘前歯科医師会
ホームページや電話でご確認く
ださい。
◎休日の救急病院などについて
は、消防本部の救急病院案内専
用電話（☎32-3999）へお問い
合わせください。

内　科
9／6 千葉胃腸科内科医

院（石渡３）
☎36-7788

13 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

20 佐藤内科小児科取
上医院（取上２）

☎33-1191

27 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

耳鼻咽喉科・眼科
9／6 福島耳鼻咽喉科
（百石町）

☎32-5032

20 ESTクリニック
（福村）

☎29-5500

歯　科
9／6 桔梗野歯科
（桔梗野２）

☎35-8177

13 楠美歯科クリニッ
ク（中野２）

☎34-1182

20 めぐみ歯科医院
（城東２）

☎28-3202

21 山崎歯科クリニッ
ク（宮川２）

☎36-8811

22 笹村歯科医院
（城東中央４）

☎28-0797

27 石岡歯科医院
（松森町）

☎32-1078


