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　今年は、オール県内ロケで製作さ
れ、６月 18 日（金）に県内先行上
映をむかえる映画「いとみち」（出演
…駒井蓮、豊川悦司）をテーマにし
ます。7色 10品種の稲を使い、7月
中旬頃からそれぞれ稲の色が際立ち
ますが、時期によってさまざまな色
彩の変化を感じることができる田ん
ぼアートをぜひご覧ください。
▼とき　６月12日（土）～10月３日（日）
▼ところ　弥生の里展望所（道の駅いなかだて「弥生
の里」内）
■問い合わせ先　田舎館村役場企画観光課（☎ 58-
2111）

平川市　蓮の花まつり 　平川市

津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・
障害支援区分判定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

６　
月

～７月４日 YOSHITOSHI～鬼才の
浮世絵師・月岡芳年～

歌川国芳の弟子で、鬼才の浮世絵師といわれる月
岡芳年の代表作品を一堂に紹介します。

弘前市立博物館
（☎35-0700）

～６月 30日 板柳町ふるさとセンター
農業収穫体験

カラフルなミニトマト収穫体験は１人 200円。利
用可能日や時間はお問い合わせください。

板柳町ふるさとセンター
（☎72-1500）

７　
月

17 日～８月７日 2021大鰐温泉サマーフ
ェスティバル

納涼ふぇあ、親子映画、大鰐小学校によるマーチ
ングバンドなど、イベント盛り沢山です。

同実行委員会事務局（大鰐町企画
観光課内、☎ 55-6561）

17日～９月20日 弘前ねぷた展 江戸時代からの記録を交えて「弘前ねぷたまつり」
の歴史を振り返ります。

弘前市立博物館
（☎ 35-0700）

25日 丑湯まつり　温湯地区
（黒石市）

丑の御神体を乗せたみこしを子どもたちが引きま
す。450年以上の歴史がある温湯温泉ならではの
伝統行事です。

丑湯まつり事務局
（☎ 54-8365）

８
月１日 大森勝山じょうもん祭り 世界遺産登録を目指す大森勝山遺跡を舞台に、遺

跡探検隊等のイベントを開催します。
弘前市文化財課
（☎ 82-1642）

市町村イベントカレンダー

　猿賀神社境内にある鏡ヶ池で
は、７月中旬から８月下旬にか
けて、淡いピンク色の蓮の花を
見ることができます。まつり期
間中は、イベントや出店が予定
されているほか、フォトコンテ
ストとＳＮＳフォトコンテスト
も開催予定です。
　ぜひこの機会に池一面に咲き誇る蓮の花、真っ赤な
社とご神木の緑が織り成す光景を堪能してみてはいか
がでしょうか。
▼とき　７月24日（土）～８月29日（日）
▼ところ　猿賀公園内
■問い合わせ先　平川市観光協会（☎40-2231）

田んぼアート 田舎館村

　新型コロナウイルス感染症の影響で内容が変更される場合がありますので、開催状況については各問い合わせ先
にご確認ください。また、イベントへお出かけの際は、新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いします。
　新型コロナウイルス感染症の影響で内容が変更される場合がありますので、開催状況については各問い合わせ先

津軽の
イベント満載！

教 室 名 と　き ところ 内　容 対象・定員 参 加 料 問い合わせ・申込先

⑤カヌー・SUP
（★）ツーリン
グ＆ノルディッ
クウォーキング
in津軽富士見湖

７月22日（木・
祝）、午前９時
30分～ 11時
30分

津軽富士見
湖、つがる
地球村周辺

①②富士見湖内
のツーリング、
③富士見湖から
つがる地球村ま
で歩く（各部と
も終了後ゴミ拾
いあり）

①カヌーの部＝小学
生以上＝15人、②
SUPの部＝一般５
人、③ノルディック
ウォーキングの部＝
一般15人（長距離
歩行が可能な人）

①②１人3,500円、
ペア 6,000 円、③
１人 3,000 円、ペ
ア 5,000 円（弁当
代、温泉入浴料、
傷害保険料含む）

弘前B&G海洋セン
ター（☎33-4545、
■■ＦＦ 33-4583）へ。

★スタンドアップパドルボード…ボードの上に立ってパドルを漕ぎ、海や川の水面を移動するスポーツ
（※１）…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
教室名（希望コース）を記入の上、申込先まで郵送を。家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。応募多数の場
合は抽選で決定。／（※２）…室内用シューズの持参を。／共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる
服装で参加を。各自傷害保険に加入を。詳しい持ち物等は各施設に確認を。

教 室 名 と　き ところ 内　容 対象・定員 参 加 料 問い合わせ・申込先

①ゆったり
体力UP
ストレッチ
教室

７月７日～９月
15 日の毎週水曜
日（８月 11 日を
除く）、午後１時
30分～２時30分

市民体育館
（五十石町）
フィットネ
スルーム

ストレッチ体操と
簡単な筋トレ、脳
トレの紹介

市民＝10人 無料
６月29日（火・必着）
までに、金属町体育
センター（〒036-
8245、金属町1の
9、☎87-2482）へ。
（※ 1）、（※ 2）

②気軽にス
ポーツ体験
教室

７月９日～ 10 月
１日の毎週金曜日
（７月 23 日・30
日、８月６日・13
日を除く）、午前
10時～正午

岩 木 B&G
海洋センタ
ー（兼平字
猿沢）

ソフトバレーボー
ルやラージボール
卓球などの軽スポ
ーツの紹介

市民＝20人 無料

③Night カ
ヌー教室 in
城北ファミ
リープール

７月７日（水）・
14 日（水）、午後
６時 30 分～８時
／ 17 日（ 土 ）・
31 日（土）、午後
６時～７時 30 分

城北ファミ
リープール
（八幡町１丁
目）

カヌーの体験、ラ
イフジャケットを
着ての浮遊体験、
カヌー転覆体験
（希望者のみ）

小学生以上＝各
回10人

子ども＝１回 500
円、大人＝１回
700円、親子（２
人）＝ 1回 1,000
円（傷害保険料含
む）

６月16日（水）から、
弘前B&G海洋セン
ター（☎ 33-4545、
■■ＦＦ 33-4583）へ。

④やってみ
よう！親子
でショート
テニス教室

７月 10 日（土）、
午後１時～４時

岩木山総合
公園（百沢
字裾野）

スポンジボールを
使った親子テニス
教室

幼児～小学生と
その保護者＝
20組（先着順）

無料（ラケットの
貸し出しあり）

７月８日（木）まで
に、岩木山総合公園
（☎ 83-2311）へ。

各種スポーツ・体操教室

Ⓒ 2021『いとみち』
製作委員会

という意識を持ち、すべての座
席でシートベルト・チャイルド
シートを着用しましょう。
■■問問青森県環境生活部県民生活文
化課（☎017-734-9232）

　土砂災害警戒情報は、県と青
森地方気象台が共同で、大雨警
報発表中に土砂災害の危険度が
高まった市町村ごとに発表して
います。
　土砂災害警戒情報は市町村単
位での発表となるため、より細
かい区域での危険度情報がわか
るよう、「青森県土砂
災害警戒情報システム
（QRコード）」による
補足情報の提供を行っています
（最新状態のQRコード読み取
りアプリを使用してください）。
　補足情報では、５kmおよび
１km四方の領域ごとに、５つ
の階級で危険度を表示します。
　大雨時には、早めの情報収集、

土砂災害に備えて
～土砂災害警戒情報を発表～

　年間累計死者数のうち、年齢
別では 65歳以上の高齢者、時
間帯では夜間、状態別では歩行
者の数が多くなっています。前
年と比べると減少しています
が、事故を起こさない、事故に
巻き込まれないために、今後も
一人一人の“交通安全”への心
掛けが大切です。

【シートベルト・チャイルドシ
ートを正しく着用しましょう】
　令和２年の県内交通事故発生
状況によると、自動車乗車中死
者数の約 54.5％がシートベル
ト非着用で、そのうち６人が交
通事故で死亡しています。運転
者は自分と同乗者の「命を守る」

令和３年県内の交通事故概況
避難準備を心掛けましょう。
■■問問青森県県土整備部河川砂防課
砂防グループ（☎ 017-734-
9670）／中南地域県民局地域
整備部河川砂防施設課（☎
34-1283）

　東北電力ネットワークでは、
東北６県と新潟県の停電情報を
地図上に色分けし、停電状況が
一目で分かるスマートフォンア
プリの運用を開始しました。登
録した地域が停電・復旧した場
合、自動的にお知らせします。
落雷や地震、台風などの自然災
害時の停電確認にも有効です。
ぜひダウンロードしてください
（無料）。

■■問問東北電力ネットワークコール
センター（☎0120-175-366）

停電情報をアプリでお知らせ

３月中 年間累計
（１月～３月）

発 生 184件
（-14）

611件
（-46）

死 者 １人
（-4）

３人
（-3）

負 傷 220人
（-22）

734人
（-83）

※（）内は対前年比。

AppStore
（iOS）

GooglePlay
（Android）


