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【津軽カタリスト春の定期公演】
　春にまつわる作品を特集した
朗読劇ステージです。
▼とき　5月 30日（日）
　　　　午後2時～3時20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　『悶悶日記』、『葉
桜と魔笛』など全5作品
※ YouTube でのライブ配信
は、右記ＱＲコー
ドから見ることが
できます（閲覧に
かかる通信料は自
己負担）。
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
※弘前厚生学院（御幸町）の駐
車場が利用できます。
■■問問津軽カタリスト（平田さん、
☎090-3123-3861）
※令和 3年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

　毎年、6月 1日～
7日は弘前市水道週
間です。

【「弘前市水道週間」イベント】
　イベントに参加すると、上下
水道部オリジナルグッズがもら
えます。
▼とき　6月 5日（土）
　　　　午前10時～午後3時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼内容　バスボムづくり体験、
水中コイン落とし、DVD「水
道水のできるまで」の上映など

【家庭巡回サービス】
　水道週間期間中の平日に、ひ
とり暮らしの高齢者や体の不自
由な人の家庭を対象に、給水装
置の無料点検を行います。

太宰治ドラマリーディング

水道週間の催し

※事前の申し込みが必要。
▼申し込み先　上下水道部お客
さまセンター（岩木庁舎 1階、
本庁舎1階、☎ 55-6868)

【アンケート調査】
　水道週間期間中の平日に、上
下水道部お客さまセンターの受
付窓口でアンケートに回答する
と、ペットボトル水「ひろさき
の水」がもらえます。
■■問問上下水道部総務課（☎ 55-
9660）

　市みどりの協会の樹木医や緑
の相談員が、見頃の花や樹木を
説明し、園内を案内します。
▼とき　6月 6日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▼集合場所　弘前城植物園（下
白銀町）南案内所
▼参加料　無料（ただし入園料
が必要）
※事前の申し込みは不要。
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

▼とき　６月12日（土）
　　　　午後2時～ 3時
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼内容　声優集団「津軽カタリ
スト」によるドラマリーディン
グ「津軽弁と太宰文学」
※ YouTube でのライブ配信
は、右記ＱＲコー
ドから見ることが
できます（閲覧に
かかる通信料は自
己負担）。
▼定員　25人（先着順）
※5月 15日（土）以降に事前
の申し込みが必要。
▼参加料　無料（ただし観覧料

弘前城植物園散策ガイド

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。
■■問問高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

　 世 界 遺 産
「白神山地」
のブナ林を再
生するため、
緩衝地帯周辺
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　6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（こそんぼく）
などの除去、下草刈り、植樹、
自然観察会
▼対象　市民＝30人（先着順）
※未成年の人は保護者の同意が
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　6 月 9 日
（水）までにファクスまたは
E メール（住所、氏名、生年
月日、血液型、電話番号を記
入）で日本山岳会青森支部（■■ＦＦ
44-7237、 ■■ＥＥ f.kazumoto@
gmail.com）へ申し込みを。
■■問問日本山岳会青森支部（福士さ
ん、☎090-3095-6297）

白神山地ブナ林再生事業と
自然観察会

　弥生スキー場跡地を市民の利
活用の場とするため、自然観察
会を開催します。弥生の生き物
や植物を観察してみませんか。
日本ザリガニや珍しい昆虫が見
られるかも。
▼とき　6月 19日（土）
　　　　午前10時～正午
▼集合場所　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）第1駐車場下
▼定員　20人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、雨具（雨天
時）、汚れてもよい服装（長袖、
長ズボン）、長靴、タオル、手袋、
帽子、マスク
▼申し込み方法　電話、ファク
ス、Eメール（住所、氏名、年
齢〈学年〉、連絡先を記入）で
申し込みを。
■■問問公園緑地課（☎ 33-8739、
■■ＦＦ 33-8799、 ■■ＥＥ kouen@
city.hirosaki.lg.jp）

▼と き　6 月 1 日（火）・15
日（火）の午後2時～ 3時
▼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優
しいヨガ
▼講師　「ヨガスタジオ リライ
ト」ヨガインストラクター
▼対象　65歳以上の市民＝各
回12人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　タオル、飲み物、動
きやすい服装
▼申し込み方法　6 月 1 日開

自然観察会
in 弥生スキー場跡地

 教室・講座
ゆったりヨガ教室

催分＝ 5月 20 日（木）から、
15 日開催分＝ 6月 3日（木）
から温水プール石川へ。
■■問問 温水プール石川（☎ 49-
7081）

▼と き　6 月 6 日・27 日、7
月4日・25日、8月8日・29日、
9月 5日・26日、11月 23日、
1 月 16 日の午前 10 時～ 11
時（11 月 23 日〈火・祝〉を
除き、いずれも日曜日）
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階集会室
▼内容　あいさつの仕方、お菓
子・お茶のたしなみ方、和室の
歩き方など
▼対象　幼児～中学生＝30人
※事前の申し込みが必要。
▼参 加 料　
各回 200 円
（お菓子代と
して）
▼持 ち 物　
靴下
■■問問江戸千家不白会弘前支部（岡
山さん、☎27-4639）

【ワードの実務活用】
▼とき　6月 11日（金）
▼申込期限　5月 28日（金）

【エクセルの基本操作と応用】
▼とき　7月 6日（火）
▼申込期限　6月 22日（火）
～共通事項～
▼時間　午前9時30分～午後
4時 30分
▼受講料　各2,200円
▼ところ　JMTC弘前教室（御
幸町）
▼対象　企業からの推薦をうけ
た人（事業主本人も含む）＝各
15人（先着順）

伝統文化子ども茶道教室

「職場でのワード・エクセル
活用セミナー」　受講生募集

▼申し込み方法　ファクスで申
し込みを（申込書はホームペー
ジからもダウンロード可）。
■■問問ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、 ■■ＦＦ 017-
777-1187、 ■■ＨＨ https://
www3.jeed.go.jp/aomori/
poly/）

【ワード 2019 入門講座】
▼とき　6月 21日・28日、7
月5日（いずれも月曜日）、午
前 10 時 ～
午後3時
※講座は 3
日間で 1 セ
ット。
▼ところ　総合学習センター
（末広4丁目）
▼内容　ワードを使用した基本
的な操作技術の習得
※ワード 2019 以外のバージ
ョンを使っている人は操作方法
が異なる場合がありますので、
注意してください。
▼対象　文字入力およびキーボ
ード・マウスの操作（ウィンド
ウズの基本操作）ができる市民
＝16人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、USB な
どのメモリ、昼食
▼申し込み方法　5 月 23 日
（日）以降に電話または総合学
習センター窓口で申し込みを。

【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。
■■問問学習情報館（総合学習センタ
ー内、☎26-4800）

市民ボランティアによるパ
ソコン講座・ボランティアサ
ポートスタッフ募集

高岡の森弘前藩歴史館
第 2 回ロビーコンサート


