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■■…一般投影を午後１時 30
分～、午後３時～の２回投影
■■…一般投影を午前 10 時
30分～、午後１時30分～、
午後３時～の３回投影
■■…わくわく☆こどもプラ
ネを午前 10時 30 分～の１
回、一般投影を午後１時 30
分～、午後３時～の２回投影
■■…休み（変更となる場合が
あります）
★投影プログラム

【一般投影／ 45 分間】
▼テーマ　星が綺麗ですね
▼観覧料　一般＝250円／
小・中学生、高校生＝120円
※障がい者、65歳以上の市
民、市内の小・中学生や留学
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。

【わくわく☆こどもプラネ／
30 分間】
▼テーマ　天の川と夏の星座
▼観覧料　無料
■■問問中央公民館（☎33-6561、
火曜日は休み）
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有 料 広 告有 料 広 告

　クマが広い範囲で活動する時期です。
クマが活発に活動する早朝や夕方は山に
入らないようにし、万が一クマに遭遇し
てしまったら、刺激せずに静かに後退し
てその場を立ち去りましょう。県のホー
ムページなどで出没情報を収集し、安易
に近づかないよう注意してください。
■■問問農村整備課（☎40-4155）

クマクマ

他にもイベントを予定していま
すので、詳しくは問い合わせを。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

歴史と伝説の里「鬼沢の旅」

▼とき　７月11日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▼ところ　鬼沢研修会館（鬼沢
字後田191）など
▼集合場所　自家用車の人は午
前９時 50分までに鬼沢研修会
館、送迎バスを利用する人は午
前９時 20分までにＪＲ弘前駅
城東口へ。
▼内容　にんにくの収穫作業体
験、鬼沢の歴史を学ぶ藤田民次
郎スライド上映、バスで鬼神社
などの史跡散策
▼定員　30人（先着順）
▼ 参 加 料　2,000 円（昼食・
おみやげ付き）
▼申し込み方法　６月 30 日
（火）までに、電話で申し込みを。
■■問問歴史と伝説の里「鬼沢の会」
事務局（鬼沢楢木土地改良区内、
☎ 98-2141、平日の午前９時
～午後５時）
※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。

▼募集棟数　40棟程度（予算
の範囲内で先着順）
※上記以外にも条件や必要書類
などがありますので、事前に問
い合わせを。また、申込書は建
築指導課（市役所 3階）で配
布しているほか、市ホームペー
ジに掲載しています。
■■問問建築指導課（☎40-7053）

出没

注意

弘前市仲町地区町並み保存
事業参加者募集

【黒板塀・黒門等柿渋塗装実技
体験会】
▼とき　６月 27日（土）・28
日（日）の午前９時～午後４時
※雨天決行
▼内容　昔ながらの「黒板塀」
や「黒門」を柿渋塗装で補修す
る体験会です。
▼定員　15人
▼持ち物　帽子、タオル、昼食、
飲み物
※汚れても良い服装で参加を。

【仲町地区町並み学習会】
▼とき　６月28日（日）
　　　　午後１時～４時
▼内容　国の町並み保存地区に
選定されている「仲町」の町並
みと武家屋敷を学びます。
▼定員　20人
▼持ち物　筆記用具、カメラ（ス
マートフォンなどのカメラでも
可）

【仲町地区ガイド養成講座】
▼とき　７月５日（日）、８月
９日（日）の午前９時～午後４
時
▼内容　観光客のガイドができ
るよう、町並み保存地区の「仲
町」と弘前城の北側の武家屋敷
について学ぶ講座です。
▼定員　20人
▼持ち物　筆記用具、カメラ（ス
マートフォンなどのカメラでも

可）、昼食
～共通事項～
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
▼対象　高校生以上の市民
▼参加料　無料
▼申し込み方法　６月 15 日
（月）までに、郵便番号・住所・
氏名・年齢・電話番号・参加希
望の事業名を記入の上、郵便ま
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。

藤田記念庭園　無料開放

▼とき　６月28日（日）
　　　　午前９時～午後５時
※６月 27日（土）は夜間開園
実施。

▼内容
〇高所作業車乗車体験…午前９
時～午後４時30分
○樹木医が案内する観察会…午
後１時～２時
※事前の申し込みは不要。この

オンラインセミナー
「女性ホルモン塾 in 弘前」

　女性が自分自身と向き合い、
心身の健康について理解を深め
るとともに、男性にも理解して
もらうことで、健康で輝く女性
人財が活躍できるよう応援する
セミナーです。
▼とき　７月11日（土）
　　　　午後１時～３時10分
▼受講方法　Zoom、インスタ
グラムによるライブ配信
▼内容　午後１時～＝トークセ
ッション①…対馬ルリ子さん
（対馬ルリ子女性ライフクリニ
ック銀座・新宿院長）、吉川千
明さん（美容家・ライフプロデ
ューサー）／午後１時 30分～
＝トークセッション②…中路重
之さん（弘前大学学長特別補佐
〈COI 担当〉・弘前大学大学院
医学研究科特任教授）、蓮尾豊
さん（あおもり女性ヘルスケア
研究所所長）、吉川千明さん、
対馬ルリ子さん（コーディネー
ター）／午後２時 20分～＝質
疑応答
▼参加料　無料（セミナー視聴
に係る通信費は利用者の負担と
なります）
■■問問７月３日（金）までに奥入瀬
サミット実行委員会ホームペー
ジ（http://oirase-summit.
com/）から申し込みを。

夜間・休日納税相談の
ご利用を

　収納課では、平日の日中に納
税相談ができない人のために、

夜間・休日納税相談日を設けて
います。
▼夜間納税相談　６月 22 日
（月）～ 26 日（金）の午後５
時～７時30分
▼休日納税相談　６月 21 日
（日）、28日（日）の午前９時
～午後４時
　納期限までに納付できない事
情がある人は、未納のままにせ
ず、ぜひ相談においでください。
　今月の休日納税相談日は第
３、４日曜日です。この日は電
話での相談や、市税などの納付
もできます。
※特別な理由がなく、納付およ
び連絡がない場合は、差し押さ
え処分を執行することもありま
す。
■■問問 収納課（市役所２階、☎
40-7032、40-7033）

吹付けアスベストの調査員を
無料で派遣

　市が委託する専門業者が申し
込みを受けた建築物を訪問し、
アスベストが含まれた吹付け材
があるかどうかの調査を行いま
す。
▼対象建築物　市内に所在す
る、平成 18年８月 31日以前
に建築された建築物など（一戸
建ての住宅および木造建築物を
除く）。なお、共同住宅、区分
所有建築物またはテナントビル
などにあっては、調査が必要な
占有部分に立ち入って調査する
ことについて、占有者の承諾が
あるもの。
▼対象者　対象
建築物の所有者、
区分所有建築物
の管理組合など
▼調査費用　市が全額負担（申
込者の負担はありません）
▼申込期間　６月 1 日（月）
から11月 30日（月）まで

 教室・講座

  

 その他


