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白い花が咲き誇るりんごの樹
の下で、初恋をテーマにした文
化祭を開催します。TikTok
ダンスコンテストで素敵な賞品
をゲットしませんか。
▼とき　５月 14日（土）・15
日（日）、午前９時～午後４時
▼ところ　弘南鉄道大鰐線松木
平駅隣接のりんご畑
▼内容　フラワーシャワー、イ
ンスタ映えハート型オブジェ、
願い事をメッセージカードで伝
えるコーナー、高校生考案オリ
ジナルスイーツ（瓶詰めみたら
し団子／下の写真はイメージ）
の提供など

▼参加料　無料（キッチンカー
によるオリジナルスイーツ販売
は有料）
　詳しくは弘南鉄道
文化祭サイト（QR
コード）で確認を。
■■問問中南地域県民局地域連携部
（☎32-2407、■■ＥＥ ch-renkei@
pref.aomori.lg.jp）

【大切な家族のにがおえ展】

▼とき　５月 14日（土）～６
月12日（日）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階大町側エスカレーター前

弘南鉄道文化祭～初恋編～ 
りんごの樹の下で

ヒロロスクエアの催し

▼内容　市内 11幼稚園・保育
園の園児が描いた大切な家族の
似顔絵、約270点の展示

【ヒロロキッズ！楽しく絵を学
ぼう！】
　楽しく絵を描
いて上手になろ
う！鉛筆と紙を
使ったデッサン
教室です。
▼とき　５月以降の隔週水曜日
（月２回）、①午後６時～７時／
②午後７時20分～８時20分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２ほか
▼講師　野澤雄大さん（NOZ
／画家）
▼対象　①小学校１年生～３年
生、②小学校４年生～６年生＝
各教室10人（先着順）
▼受講料　月 3,000 円（材料
費は別途）
　詳しくはヒロロスクエア
ホームページ（https://www.
hirorosquare.jp）で確認を。
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154、午前８時 30 分～午後
９時）

　春にまつわる作品を特集した
臨場感溢れる朗読劇
ステージです。
▼とき　５月29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　 『六月十九日』、
『春昼』など全６作品
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要／弘前
厚生学院の駐車場
を利用可。
　当日はYouTube
（QRコード）でラ

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 春の定期公演

臨場感溢れる朗読劇

５月29日

イブ配信も行います。
■■問問津軽カタリスト（平田さん、
☎090-3123-3861）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　市教育委員会では毎年、道路
建設や住宅建築などに伴い、遺
跡の発掘調査を実施し、その成
果を公開しています。
　本展示では、令和３年度に調
査した遺跡の中から、中世の城
館跡である福村城跡（福村字新
舘添）、近世の寺院跡である史
跡津軽氏城跡弘前城跡長勝寺構
（西茂森１丁目）、近世の窯跡が
発見された平清水窯跡（小人
町）、史跡整備に伴い調査され
た史跡大森勝山遺跡（大森字勝
山）などについて、出土遺物や
調査写真を交えて紹介します。
▼とき　９月 30日（金）まで
の午前９時～午後５時
▼ところ　旧弘前市立図書館
（下白銀町、追手門広場内）２
階展示コーナー
▼入場料　無料
■■問問文化財課埋蔵文化財係（☎
82-1642）

教室・講座

　世界文化遺産構
成資産遺跡「大森
勝山遺跡」を国内
外から訪れた人に

発掘調査速報展

大森勝山遺跡ガイド養成講座

●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…E メール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

案内するガイドの養成講座を開
催します。
▼とき　５月 17 日・24 日・
31日（全３回／いずれも火曜
日）、午後１時30分～３時
※全ての日程に出席が必要。
▼ところ　城東閣フレキシブル
ルーム（鍛冶町）
▼内容と日程　第１回「縄文文
化と大森勝山遺跡」（５月 17
日）、第２回「大森勝山遺跡の
特徴」（５月24日）、第３回「世
界文化遺産と大森勝山遺跡」（５
月31日）
▼定員　30人程度
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具（赤鉛筆含
む）、飲み物、マスク
▼申し込み方法　５月 10 日
（火・当日消印有効）までに、
郵送またはファクス、Eメール
（郵便番号・住所・氏名・年齢・
電話番号・ガイド養成講座と記
入）で申し込みを。
■■問問弘前縄文の会（今井さん、〒
036-8333、若党町 75 の２、
☎兼■■ＦＦ 32-9272、■■ＥＥ fumisato
@peach.plala.or.jp）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

▼とき　５月19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

ベテランズセミナー

▼テーマ　人生 100 年時代を
明るく生きる終活
▼講師　村井麻矢さん（上級終
活インストラクター）
▼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　５月 16 日
（月）までに、電話またはファ
クス、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。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）

　学ぶ市民の
ためのパソコ
ン講座です。

【インターネット講座】
▼とき　６月６日（月）・13日
（月）、午前10時～午後３時
※２日間で１セットの講座。
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼内容　インターネットの利用
方法など
▼対象　文字入力およびキーボ
ード・マウスの操作ができる市
民＝16人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、昼食
※マスクの着用を。

市民ボランティアによる
パソコン講座
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ
〈駅前町〉３階）☎ 35-
0155
相馬ライブラリー（相馬
やすらぎ館〈五所字野沢〉
内）☎84-2316

弘こ

図書館休館日５月

※変更となる場合があります。

相
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▼申し込み方法　５月８日（日）
以降に、電話か来館で学習情報
館へ申し込みを。

【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）

岩


