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おみやげ付き）
▼申し込み方法　6月15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3年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

▼とき　６月27日（日）
　　　　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　ジャズ演奏
▼出演　葛西悟
＆ Friends（フ
レンズ）
▼ 定 員　25 人
（先着順）
※事前の申し込
みが必要。
▼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。
■■問問 6 月１日（火）以降に、高
岡の森弘前藩歴史館（☎ 83-
3110）へ。

▼とき　６月 11日（金）・18
日（金）の午後2時～ 3時
▼ところ　サンライフ弘前（豊
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▼とき　６月26日（土）
　　　　午後2時～ 3時
▼参加料　無料
▼申込期限　６月25日（金） 
～共通事項～
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼対象　50歳以上の人＝各８
人（先着順）
※50歳未満の人は要相談。
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）

▼とき　6月 17日（木）
　　　　午前10時～ 11時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼内容　座ってピラティス～イ
スに座ったりその場に立って簡
単体操～
▼講師　木村友美さん（ＴＯＭ
ＯＭＩピラティススタジオ主宰）
▼対象　おおむね 60歳以上の
市民＝30人程度（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　6 月 14 日
（月）までに、電話かファクス
またはＥメール（住所〈町名ま
で〉・氏名〈ふりがな〉・年齢・
電話番号を記入）で申し込みを。
※動きやすい服装で参加を。
■■問問 中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は
休み）

【北の文脈文学講座】
▼とき　６月19日（土）
　　　　午後2時～ 3時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　「子規と紅緑」
▼講師　舘田勝弘さん（県郷土
作家研究会代表理事）
▼定員　15人（先着順）

ベテランズセミナー

郷土文学館の催し

田１丁目）
▼内容　太極拳の初歩的な実技
と解説
※運動のできる服装で参加を。
▼定員　15人（先着順）
※事前に申し込みが必要。
▼参加料　100円（保険料）
■■問問 サンライフ弘前（☎ 27-
2811、毎月第 4土曜日〈祝日
のときはその直後の日曜日〉は
休み）

【介護にかかるお金の話】
　介護保険のサービスを利用す
るとどれくらいの費用がかかる
のか、主要なサービスごとにお
おまかに説明します。
▼とき　６月12日（土）
　　　　午後２時～３時
▼参加料　無料
▼申込期限　６月11日（金）

【春のフラワーアレンジメント
レッスン】
　白と緑の花に姫リンゴを入れ
たナチュラルなフラワーアレン
ジメントのレッスンです。
▼とき　６月23日（水）
　　　　午後2時～ 3時
▼講師　笹村恵子さん（Salon 
de Angela〈サロン · ドゥ · ア
ンジェラ〉主宰）
▼参加料　2,000円
▼持ち物　園芸用はさみ（持っ
ている場合）
▼申込期限　６月16日（水）

【高齢者移住セミナー『弘前に
呼び寄せたい人がいますか？』】
　地方移住の関心が高まってい
ることから、「弘前に呼び寄せ
たい高齢の家族や知人がいる
人」や「地元在住だけど、安心
な居住環境に住み替えたい人」
を対象に、移住時の住まいや必
要な手続き、コロナ禍で県境を
越えて移動する上での注意事項
などを説明します。

アクティブシニア向け講座

▼受講料　無料
▼申し込み方法　電話か郷土文
学館受付で申し込みを。

【第 3 回文学忌「太宰治」】
　太宰治に関する特別展示を行
います。
▼ と き　6 月 18 日（金）～
24日（木）
※忌日の19日（土）は無料開館。
▼ところ　１階ロビー

【ラウンジのひととき】
▼とき　7月 3日（土）
　　　　午後2時～ 3時
▼ところ　2階ラウンジ
▼内容　太宰治ドラマリーディ
ング～掌編セレクション～
▼出演　声優劇団　津軽カタリ
スト
▼定員　15人（先着順）
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼申し込み方法　６月３日（木）
から電話か郷土文学館受付で申
し込みを。
～共通事項～
▼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。
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

【Q ＆ A 危機管理専門家が語る
危機管理対策】
　不審者対策など子どもを取り
巻く危険を回避する方法や、近
年増加傾向にある自然災害な
ど、家庭や日常生活におけるリ
スク管理や自然災害対策につい
て、理論と解説を交えながら
Q＆A方式で学びます。また、

教育と子どものセミナー

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　6月 13日
（日）・27 日（日）
の午前 10時～午後
3時（受け付けは午
後2時 30分まで）
▼内容　岩木かちゃらず会によ
る体験指導・販売
▼体験料　250 円～（コース
ターほか）

【電動ロクロ体験】
▼とき　６月 18 日（金）～
20 日（日）の午前 10 時～午
後 3時
※所要時間は約 45分。予約優
先。当日受け付けも可。
▼内容　電動ロクロを使った器
づくり
▼講師　佐藤学さん（津軽千代
造窯）
▼体験料　1,800 円（飲み物
付き）

【一閑張りと古布のバッグ展】
▼と き　6 月 24 日（木）～
28日（月）の午前 9時～午後
4時（最終日は午後3時まで）
▼観覧料　無料
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、午前 9時～
午後4時、火曜日は休み）

　赤倉山神社、巌鬼山神社、鬼
神社など、津軽地域の「鬼」が関
係する神社を巡るバスツアーです。
▼とき　6月 26日（土）
　　　　午前10時～午後4時
▼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（鬼沢字後田）、送迎バスを
利用する人は午前9時20分ま
でに弘前駅城東口へ。
▼定員　 20人（先着順）
▼参 加 料　3,000 円（昼食・

鳴海要記念陶房館の催し

津軽の鬼伝説ツアー

新型コロナウイルスを始めとし
た感染症対策なども含め、いざ
という時の対応について考える
無料のセミナーです。
▼とき　６月 27 日（日）、午
後１時30分～３時 30分
※受け付けは午後１時から。
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼講師　大泉常長さん（青森中
央学院大学教授）
▼対象　青森県教育厚生会会員
（教育関係職員）とその家族や
市民＝30人（先着順）
▼申し込み方法　６月 14 日
（月）までに、電話かファクス
またはEメール（住所・氏名・
電話番号を記入）で申し込みを。
■■問問青森県教育厚生会総務課（小
野さん、☎ 017-721-1310、
■■ＦＦ 017-723-2267、■■ＥＥ soum
u@a-kyouiku-kouseikai.
or.jp）

【

▼とき　６月 26 日（土）、午
前9時 30分～ 11時 30分
▼ところ　柴田学園大学短期大
学部（上瓦ケ町）
▼講座名　こだわりトマトソー
スでピザを作りましょう
▼対象　中学生以上＝16人 

▼受講料　500円
▼申し込み方法　６月 14 日
（月）から 19日（土）までに、
ホームページ、ファクスまたは
Eメール（講座名・氏名・住所・
電話番号を明記）で申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定。
／受講者には、はがきで受講票
を送付します。受講当日に持参を。
／詳細はホームページで確認を。
■■問問柴田学園大学短期大学部（☎
32-6151、■■ＦＦ 32-6153、■■ＥＥ jc_
chibunsen@shibata.ac.jp、
■■ＨＨ https://jc.shibata.ac.jp/）

柴田学園大学短期大学部
公開講座


