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氏名・年齢・電話番号・スカイ
ライン参加と明記の上申し込み
を。後日、参加申込書を送付し
ます。
■■問問弘前歩こう会事務局（今井さ
ん、 〒 036-8333、 若 党 町
75 の２、☎兼■■ＦＦ 32-9272、
■■ＥＥ fumisato＠infoaomori.
ne.jp）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　仲町地区や弘前城周辺の武家
屋敷を歩きながら探訪します。
▼とき　９月 10 日・17 日・
24 日（いずれも金曜日）、午
後１時30分～３時 30分。
▼集合場所　３回とも、公開武
家住宅「旧伊東家住宅」前（若
党町）に開始までに集合
▼対象　原則、全日程に参加で
きる市民＝30人
▼参加料　3,000 円（１日あ
たり1,000円／初日に徴収）
▼持ち物　筆記用具
▼申し込み方法　８月 30 日
（月・必着）までに、郵送また
はファクスで、郵便番号・住所・
名前・年齢・電話番号・街ある
き講座と明記し、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
■■ＦＦ 32-9272、■■ＥＥ fumisato ＠
infoaomori.ne.jp）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

教室・講座

▼とき　12月までの土曜日（全
10回）、午後１時～３時

弘前の武家屋敷街あるき講座

伝統文化子ども着つけ教室

※詳しい日程は問い合わせを。
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）ほか
▼内容　浴衣の着つけ・帯結び、
日本の行事、日常のマナー、風
呂敷の使い方、花嫁・
花婿体験など
▼対象　小・中学生
＝20人
▼参加料　1,000円
（全10回分）
▼持ち物　浴衣・半幅帯・小物
一式（貸し出しあり）、足袋、
風呂敷（約68㎝）
▼申し込み方法　ホームページ
の申し込みフォームから申し込
みを。
■■問問青森わごころの会事務局（☎
050-6867-5408、■■ＥＥ aomori
_wagokoro@yahoo.co.jp、
■■ＨＨ http://aomori-wagokoro
nokai.jimdo.com）

【Learning English using 
Technology　英語学習での
テクノロジーの使い方】
　スマートフォ
ンアプリやウェ
ブサイトを活用
して、効果的に
英語を学ぶ方法
を紹介します。
▼とき　９月４日（土）
　　　　午後２時～３時30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階大会議室
▼講師　エドワード・フォーサ
イスさん（弘前学院大学文学部
教授）
▼対象　市内に在住または通
勤・通学している人＝30人（先
着順）
▼参加料　無料
■■問問８月 30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

国際理解講座

がな〉・電話番号を記入）で、
中央公民館（☎ 33-6561、■■ＦＦ
33-4490、 ■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）へ。

　日本語の文法と教え方（理論
と実践）を、オンラインで学べ
ます。日本語指導に興味がある
人など、どなたでも気軽にお申
し込みください。
▼とき　８月 21日（土）・28
日（土）、午前10時～正午（全
２回、オンライン会議システム
「Zoom」を使用）
▼定員　10人（先着順）
▼受講料　無料（ただし閲覧に
かかる通信料は自己負担）
▼申し込み方法　８月 18 日
（水）までに、電話かEメール
で申し込みを。
■■問問 IJEC事務局（☎38-7707、
■■ＥＥ i.nihongo.e.c@ijec.jp、■■ＨＨ
http://www.ijec.jp/）

オンライン IJEC 夏期公開講
座「日本語を教えてみよう」

【一体感と達成感のラフティン
グツアー】
　白神山地を源流とする清流
「岩木川」でラフティングを楽
しむ、アクティブな婚活イベン
トです。
▼とき　８月 28 日（土）、午
後０時30分～５時 45分
▼ところ　JR 弘前駅城東口に
集合→西目屋スポーツ交流セン
ター（西目屋村田代字名坪平）
→ JR弘前駅城東口で解散
▼対象　20 歳から 39 歳まで
の独身で、弘前圏域市町村（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）在住または結婚後にこ
れらの市町村に住む意思のある
人＝男女各６人
▼参加料　男性＝ 3,000 円／
女性＝2,000円
▼申し込み方法
８月 20 日（金）
までに、申し込み
フォーム（QRコ
ード）から申し込みを。
■■問問 A’GROVE（エイグローヴ、
☎080-2836-1735、■■ＥＥ staff
@a-grove.com）

▼とき　９月４日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）２階ラウンジ
▼内容　チェロ（菊地謙太郎さ
ん）とコントラバス（鈴木愛理
さん）による二重奏
▼定員　15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
がかかります）
▼観覧料　高校生以上＝ 100

ひろさき広域婚活支援事業
実行委員会のイベント

ラウンジのひととき

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。
▼申し込み方法　８月４日（水）
から、電話または郷土文学館受
付で申し込みを。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

　俳人・金子兜太（とうた）の
ドキュメンタリー映画『天地
悠々　兜太・俳句の一本道』を
上映します。
▼とき　９月 11 日（土）、午
前10時～ 11時 30分
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼定員　25人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 11 日
（水）から、電話または郷土文
学館受付で申し込みを。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

　ウォーキングサッカーは、サ
ッカー発祥の地・イギリスで生
まれた体への負担の少ない「歩
く」サッカーです。日頃運動す
る機会が少ない人も、楽しく体
を動かしてみませんか。
▼とき　９月４日（土）、午前
10 時～ 11 時 30 分（受け付
けは午前９時30分～）
※小雨決行、大雨の場合は中止。
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）多目的広場
▼講師　黒部能史さん（弘前リ
ードマン、弘前Ｊスポーツプロ
ジェクト理事長）
▼対象　18 歳以上の市民＝

無料映画上映会

笑（わら）うぉーきんぐサッカー

20人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　動きやすい服装、運
動靴、汗拭きタオル、飲み物
※サッカーの用具は持参不要。
▼申し込み方法　８月 27 日
（金・必着）までに、市役所、
その他市の公共施設に設置され
ているチラシ裏面の「参加申込
書」に必要事項を記入の上、フ
ァクス、郵送、持参などで申し
込みを。電話・Eメールでも可。
■■問問市民協働課協働推進係（〒
036-8551、上白銀町１の１、
市役所２階、☎ 40-7108、■■ＦＦ
35-7956、■■ＥＥ shiminkyoudo
u@city.hirosaki.lg.jp）

　自動車を一時通行止めにした
「津軽岩木スカイライン」を歩
いてみませんか。
▼とき　９月５日（日）
※雨天決行。ただし、雷雨や警
報等発令時は中止。
▼集合時間・場所　午前６時
45 分までに JR 弘前駅城東口
観光バス駐車場へ集合。
※往復とも専用貸し切りバスを
利用。帰りは午後２時 30分頃
に岩木山８合目駐車場を出発予
定。スカイライン閉鎖時間は午
前８時30分～午後０時30分。
▼コース　Ａコース＝ 10km
／Ｂコース＝５km／Ｃコース
＝３km
▼対象　原則として小学生以上
（小学校２年生以下は、高校生
以上の保護者同伴）
※体の不自由な人も参加可能で
すが、事前にご連絡ください。
▼参加料　１人 3,000 円（中
止の場合も返金しません）
▼申し込み方法　８月 20 日
（金・必着）までに、郵送また
はファクスで、郵便番号・住所・

津軽岩木スカイラインを
歩いてみよう会

８
月
の
催
し

ロマントピア天文台ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★天の川とペルセウス座流星
群特別観察会
▼とき　11 日（水）～ 15
日（日）、午後7時～ 9時
★定例観察会「木星・土星・
月面」
▼とき　21日（土）
　　　　午後7時～ 9時
～共通事項～
▼入館料 無料（市民以外は
有料）
▼通常開館時間　午後１時～
９時30分
■■問問ロマントピア天文台（水木
在家字桜井、☎84-2233）


