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【津軽カタリスト夏の定期公演】
　夏にまつわる作品を特集した
朗読劇ステージです。
▼とき　８月９日（月・振休）
　　　　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　『雀』、『庭』、『た
ずねびと』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（視聴にかかる
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％システムの採択事業。

　手ぬぐいや扇
子を使って、そ
ばを食べたり刀
を抜いたりする
仕草や、裏方で
の出囃子の太鼓
を叩く体験をし
ます。さらに、
色物（漫才や曲芸など）も出演
し、寄席さながらの雰囲気を体
感できます。
▼とき　８月14日（土）、
ワークショップ＝午後２時～２
時 50分、落語会＝午後３時～
４時
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼対象　市内の学校に通う小学
校４年生～中学校3年生とその

笑おう！体験しよう！
親子落語ワークショップ

保護者＝25組 50人（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　８月 10 日
（火）までにファクス（住所・
氏名〈生徒および保護者〉・学
校名・学年・電話番号を記入）
で申し込みを。
■■問問 弘前芸術鑑賞会（☎ 40-
4082、■■ＦＦ 40-4861、平日の
午前11時～午後５時）

　さまざまな
アートを一度
に体験できる
イベントの参
加者を募集し
ます。
▼とき　８月22日（日）
　　　　正午～午後３時30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　生け花体験、琴の演奏
体験、絵画体験、書道体験、日
本舞踊体験など
▼対象　市内の小・中学生＝
100人（保護者同伴可）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月４日（水・
必着）までに、はがき、ファク
ス、Eメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・学校名・学年・保護
者氏名・電話番号を記入）で申
し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定
／参加の可否は後日案内を郵送
します／体験内容などの詳細は
中央公民館ホームページ
（http://www.city.hirosa
ki.aomori.jp/chuokominka
n/）で確認を。
■■問問中央公民館（〒036-1313、
賀田１丁目 18 の３、☎ 33-
6561、 ■■ＦＦ33-4490、 ■■ＥＥ chu 
uoukou@city.hirosaki .
lg.jp）

こどもアート体験ひろば
2021 参加者募集

　「頭位松（ずいしょう）」の公
開せん定や推定樹齢500年と
なるイチイの古
木が樹勢回復す
る経過説明など、
樹木のせん定方
法を研修します。
▼とき　7月 24日（土）
　　　　午前10 時～ 11時
▼ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘
沢）
▼講師　三浦利吏さん（三浦造
園、ものづくりマイスター）
▼定員　10 人程度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　帽子、軍手、飲み物、
せん定ばさみ（持参できる人）
■■問問瑞楽園（☎ 55-6806）／三

「頭位松」公開剪（せん）定
と剪定教室

浦造園（■■ＦＦ 95-3705、■■ＥＥ pay
sage@jomon.ne.jp）

　社会参加や他者とのかかわり
に不安を感じる、求職活動の進
め方に悩んでいるなど、就労を
目指す人はどなたでも参加でき
ます。
▼とき・内容　①8月 4日（水）
の午前 10 時～ 11 時 30 分＝
「求人票の見方」、②8月 18日
（水）の午前 10時～ 11時 30
分＝「履歴書作成」、③ 8 月
25 日（水）の午前 10 時～
11時 30分＝「模擬面接」
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室１
▼参加料　無料
▼申し込み方法　7 月 30 日
（金）までに受付窓口（ヒロロ
３階）に直接来所または電話で
申し込みを
■■問問ひろさき生活・仕事応援セン

就労準備セミナー

ター（就労自立支援室内、☎
36-3776）

▼ と き　 ８ 月 ５ 日
（木）・19 日（木）の
午後１時30分～２時 30分
▼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（フラ
スタジオ「モアニ」主宰）
▼対象　65歳以上の市民＝各
回12人（先着順）
▼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　８月５日（木）
開催分は７月20日（火）から、
８月 19日（木）開催分は８月
３日（火）から申し込みを。
■■問問 温水プール石川（☎ 49-
7081）

いやしのフラダンス教室

 教室・講座

【お茶会ガーデン喫茶】
▼とき　８月７日（土）・８日（日・
祝）の午前10時～午後４時
▼ところ　公開武家住宅「旧岩
田家住宅」（若党町）
▼定員　１日25人程度（先着順）
▼参加料　200 円（お茶、お
菓子代として）

【子ども武家屋敷住宅キット
工作講座】
▼とき　８月７日（土）・８日
（日・祝）の午前10時～正午
▼ところ　公開武家住宅「旧笹
森家住宅」（若党町）
▼対象　小学生＝
１日20人程度（先
着順）
▼参加料　無料

【武道演武会】
▼とき　８月８日（日・祝）、
①午前 11時～正午／②午後２
時～３時
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
▼演技者　弘前武術研究稽古会
修武堂会員
▼定員　１回30人程度（先着順）
▼参加料　無料

【仲町地区町並み家並み模型展
示会】
▼とき　８月９日（月・振休）
～11日（水）の午前10時～
午後４時
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
▼参加料　無料
～共通事項～
事前の申し込みは不要。
■■問問弘前市仲町地区伝統的建造物
群保存会（今井さん、■■ＦＦ 32-
9272、■■ＥＥ fumisato@infoao
mori.ne.jp）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システムの採択事業。

「弘前市仲町地区町並み保存
事業」町並みフェア

太宰治ドラマリーディング

いやしのフラダンス教室

　津軽広域連合では、バスと電車を利用して弘
南鉄道弘南線沿線の美しい文化・歴史、魅力の
ある名所や施設などを巡るツアーを実施します。
▼とき　９月10日（金）
　　　　午前９時～午後３時（雨天決行）
▼集合場所・時間　弘前駅城東口バスプール＝
午前９時／運動公園第一駐車場＝午前９時20分
▼内容　いちご狩り（摘み取りのみ／田舎館
村）、名勝金平成園（黒石市）の見学・散策、
弘南鉄道平賀駅車両基地（平川市）の見学など
▼対象　弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板
柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村に在住の人
＝20人
※大型バス１台、弘南鉄道臨時便を利用／最小
催行人数10人／添乗員が同行。
▼参加料　１人2,500円（昼食、体験料金など
全て含みます）

▼申し込み方法　８月10日（火・当日消印有効）
までに、はがきまたはEメール（郵便番号・住所・
氏名〈ふりがな〉・年齢・電話番号・集合場所を
記入）で日専連旅行センター弘前支店「ふるさ
と探訪バスツアー」係（〒036-8003、駅前町
10 の５、■■ＥＥ hirosaki-5@nissenren-travel.
com）へ申し込みを。
※１通の応募で２人まで申し込み可（２人目の
情報の記入を）
▼その他　応募者多数の場合は抽選で決定（初
めて参加する人を優先）し、当選者にのみ当日
の日程等を８月20日（金）に郵送で通知。
※参加日前14日間の体調などを記入する参加
チェックシートの提出が必要／詳しくは津軽広
域連合ホームページ（http://tsugarukoiki.
jp/）で確認を。
■■問問日専連旅行センター弘前支店　（☎36-4649）

ふるさと探訪バスツアー参加者募集ふるさと探訪バスツアー参加者募集


