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▼とき　６月12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　声優劇団「津軽カタリ
スト」によるドラマリーディン
グ公演「あおもり物語めぐり～
下北・鶴田・常盤・黒石・浪岡～」
▼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

高岡の森弘前藩歴史館
令和４年度第２回
ロビーコンサート

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。
　YouTubeでのライ
ブ配信は、ＱＲコー
ドから見ることがで
きます（閲覧にかかる通信料は
自己負担）。
■■問問５月 17日（火）以降に、高
岡の森弘前藩歴史館（☎ 83-
3110）へ申し込みを。

　弥生スキー場跡地を市民の利
活用の場とするため、自然観察
会を開催します。弥生の生き物
や植物を観察してみませんか。
日本ザリガニや珍しい昆虫が見
られるかもしれません。

自然観察会
in 弥生スキー場跡地

▼とき　６月18日（土）
　　　　午前10時～正午
▼集合場所　弥生いこいの広場
（百沢字東岩木山）第１駐車場下
▼定員　20人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、雨具（雨天
時）、汚れてもよい服装（長袖、
長ズボン）、長靴、タオル、手袋、
帽子、マスク
▼申し込み方法　電話かファク
スまたは Eメール（住所・氏
名・年齢〈学年〉・連絡先を記入）
で申し込みを。
■■問問公園緑地課（☎ 33-8739、
■■ＦＦ 33-8799、■■ＥＥ kouen@city.
hirosaki.lg.jp）

　世界遺産「白神山地」のブナ

白神山地ブナ林再生事業と
自然観察会

林を再生するため、緩衝地帯周
辺の生育不良な杉林地の除伐や
植樹ブナ周辺の下草刈りなどの
作業、原生ブナ林の観察会を行
います。
▼とき　６月 25日（土）の午
前８時～ 26日（日）の午後５
時30分
▼ところ　白神山地内奥赤石
▼内容　枯損木（こそんぼく）
などの除去、下草刈り、植樹、
自然観察会
▼対象　市民＝30人（先着順）
※未成年の人は保護者の同意が
必要。
▼参加料　500 円（損害保険
料等として当日徴収）
▼持ち物　寝袋、食料など
※詳しくは問い合わせを。
▼申し込み方法　６月 15 日
（水）までに、ファクスまたは
Eメール（住所・氏名・生年月日・
血液型・電話番号を記入）で申
し込みを。
■■問問日本山岳会青森支部（福士さ
ん、☎ 090-3095-6297、■■ＦＦ
44-7237、 ■■ＥＥ f.kazumoto@
gmail.com）

　岩木山をこよなく愛する人た
ちのフォトコンテストです。
【作品募集要項】
▼条件　次のいずれかに該当す
る作品であること
①作品中に岩木山が写っている
②岩木地区の魅力（自然、祭り
など）を感じられる
※②は岩木山が入っていなくて
も可。
▼応募資格　プロ・アマ・国籍
を問いません
▼応募規定
○サイズ＝ワイド四つ切り（四
つ切り可）、A４判のカラープ
リント

2022年
岩木山フォトコンテスト

○自作、未発表作品で条件①が
２点まで、条件②が１点まで
▼賞　グランプリ１作品、特選
２作品など多数（選ばれた人に
賞状と副賞を贈呈）
▼応募期限　８月 31日（水・
必着）
▼審査方法　岩木山観光協会の
会員が審査
▼発表　下記の写真展の前に入
賞者に通知するとともに、新聞
で発表します。
▼応募方法　写真裏面にタイト
ル・撮影日・撮影場所（簡単に）
住所・氏名・年齢・電話番号・
職業を記入した紙を貼り、郵送
または宅配便、もしくは持参で
提出を。
【写真展を開催！】
　コンテストに応募された全作
品を展示します。
▼とき　９月 17 日（土）～
10月２日（日）
▼ところ　直売所「野市里（の
いちご）」（ANEKKO、宮地字
川添）
▼その他　作品は岩木山の PR
活動、カレンダー・パンフレッ
トなどの印刷物に使用する他、
岩木山観光協会ホームページに
掲載します／作品の版権は岩木
山観光協会に帰属します／作品
は返却しません。
■■問問 岩木山観光協会「フォト
コ ン テ ス ト 」 係（ 〒 036-
1343、百沢字裾野 124、☎
83-3000、■■ＦＦ 83‒3001、■■ＥＥ
1625@iwakisan.com）

教室・講座

【～豊かな対話を身につけよう
～傾聴講座】

あおもりいのちの電話
相談員養成講座

▼とき　5 月 28 日～ 7 月 23
日の毎週土曜日（7月 16日を
除く全8回）、午後２時～４時
▼ところ　弘前市社会福祉セン
ター（宮園２丁目／ Zoom に
よるWeb受講もできます）
▼内容　自殺を未然に防ぐゲー
トキーパーとしての傾聴術や、
意外と知らない発達障がいの基
礎知識などを学びます。
▼受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■■問問あおもりいのちの電話事務局
（ ☎ 38-4343、 ■■ＥＥ aomori@
inochi-a.net、 ■■ＨＨ https://
www.inochi-a.net、 月 曜日
～金曜日の午後１時～５時）

　市政・時事・文化・歴史など
入門編の講座です。
▼とき　５月 30日（月）～令
和５年３月 13日（月）の午前
10時～正午
※全 10回。内容により時間変
更あり。
▼ところ　ヒロロ
（駅前町）４階市
民文化交流館ホー
ルほか
▼対象　市内在住の女性
▼受講料　年 3,500 円（資料
代・通信費として）
▼申し込み方法　５月 18 日
（水）の午前 10 時から電話で
申し込みを。途中回からの受講
もできますが、受講料の軽減は
ありません。
■■問問弘前地区女性会事務局（市
社会教育協議会内、☎ 26-
6168、火・日曜日・祝日を除
く午前９時～午後５時）

令和４年度
弘前市女性大学　受講生募集

【第２回文学忌「佐藤紅緑」】
　佐藤紅緑（さとうこうろく）
に関する特別展示を行います。
▼とき　５月 30日（月）～６
月５日（日）
※忌日の３日（金）は観覧料無
料／午前 10時から弘前文学会
による朗読会を開催。

【第１回文学忌「平田小六」】
　平田小六（ひらたころく）に
関する特別展示を行います。
▼とき　５月 16 日（月）～
22日（日）
※忌日の 18日（水）は観覧料
無料／午前 10時から弘前文学
会による朗読会を開催。

▼とき　６月18日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　一戸謙三の青春歌‐「虚無と不安」
▼講師　一戸晃さん（一戸謙三の孫、青森県
近代文学館文学資料調査員）
▼朗読　林本恵美子さん
▼定員　15人（先着順）
▼受講料　無料（ただし観覧料が必要）
▼申し込み方法　５月 18日（水）以降、電
話または郷土文学館受付へ。
※あおもり県民カレッジ単位認定講座。

文 学 忌

北 の 文 脈 文 学 講 座

▼ところ　１階ロビー

～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）
郷土文学館の催し


