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▼内容　器づくり
▼講師　佐藤学さん（津軽千代
造窯）
▼体験料　1,800 円（飲み物
付き）
【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　６月 12日（日）・26
日（日）の午前 10時～午後３
時（体験受け付けは午後２時
30分まで）
▼内容　岩木かちゃらず会によ
る体験指導・販売
▼体験料　250 円～（コース
ター他）
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎ 82-2902、午前９時～
午後４時、火曜日は休み）

　スクエアダンスは８人１組
で、音楽に合わせて隊形の変化
を楽しむウォーキングダンスで
す。緊張感が心と体を刺激しま
す。どなたでも参加できますの
で、まずは体験してみませんか。
▼とき　６月 17日（金）・24
日（金）の午後１時 30分～午

スクエアダンス無料体験会

／あおもり県民カレッジ単位認
定講座。
【ラウンジのひととき】
　声優劇団「津軽カタリスト」
による、浪岡バサラ文学賞を特
集したドラマリーディング公演
を無料で開催します。
▼とき　７月２日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館２階ラウ
ンジ
▼定員　15人（先着順）
▼観覧料　開館記念日のため無
料
▼申し込み方法　６月２日（木）
から電話か郷土文学館受付で申
し込みを。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

【おいしい楽しい弘前の健康】
　「食育の日」のイベントとして、
食育の取り組み紹介とトークセ
ッションを行います。おいしい
食事で楽しく健康づくりをする
きっかけにしませんか。来場者
には記念品を用意しています。
▼とき　６月19日（日）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼内容　食育の取り組み紹介
（斎藤明子さん〈食生活改善推
進員会会長〉、健康増進課、環
境課、国保年金課）、トークセ
ッション（中島里美さん〈柴田
学園大学短期大学部〉）
▼定員　50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　６月 10 日
（金）までに電話、ファクスま
たはＥメール（氏名・電話番号
を記入）で申し込みを。
■■問問生涯学習課（☎ 82-1641、
■■ＦＦ 82-2313 ■■ＥＥ shougai@
city.hirosaki.lg.jp）

食育シンポジウムのお知らせ

後３時
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　弘前生きがいセンタ
ー（南袋町）２階
▼参加料　無料
▼持ち物　運動靴、タオル
■■問問弘前スクエアダンスクラブ
さくら（谷内さん、☎ 090-
2991-6961）

【第３回文学忌「太宰治（桜桃
忌）」】
▼とき　６月 18 日（土）～
24日（金）
※忌日の 19日（日）は観覧料
無料で、午前 10時から弘前文
学会による朗読会を開催。
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）１階ロビー
▼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、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・
住所を確認できるものの提示を

郷土文学館の催し

▼とき　６月 19 日（日）、午
前 10時 20 分～正午（受け付
けは午前10時から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼内容　①食育体験…減塩と野
菜のお話、紙人形劇、ペットボ
トルでだし作り、野菜を使った
おやつのレシピ紹介（試食は持
ち帰り）／②親子体操
※２つの会場に分かれて実施。
▼対象　市内の４歳～小学校３
年生の子どもとその家族＝ 20
組（40人）程度
▼参加料　無料
▼持ち物　タオル、飲み物
※運動できる服装で参加を／②
は裸足になって体操します。
■■問問６月15日（水）までに電話
で健康増進課（☎37-3750）へ。

【月例登山「イヌワシの道登山」】
▼とき　６月 19 日（日）、午
前９時 30分～午後２時 30分
（雨天決行）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　飲み物、昼食、タオ
ル、替えの下着・靴下
【展示「カエル展」】
▼とき　６月５日（日）～19日（日）
▼観覧料　無料
■■問問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

【

　古木・名木を樹木医がガイド
します。間近で観察し、自然の

こどもの森の催し

樹木医と行く
古木・名木めぐり

【絵本づくり教室】
▼とき　６月 11日（土）・25
日（土）の午後１時～３時
▼講師　ささやすゆきさん（絵
本作家）
▼参加料
1,800 円（飲
み物付き）
※事前の申し込みが必要。
【花は何処（どこ）へ】
叶芳隆さんによる写真と宮地
令子さんによる草木の造形の展
示を行います。
▼とき　６月 17 日（金）～
26日（日）の午前９時～午後
４時（６月21日〈火〉は休み）
※６月 18日（土）の午後２時
～２時 30分は、オープニング
イベントとして雪雄子さんによ
る舞踏を行います。
【電動ロクロ体験】
▼とき　６月17日（金）～19
（日）の午前10時～午後３時
※所要時間は約 45分／予約優
先／当日受け付けも可。

鳴海要記念陶房館の催し

　歌川広重の手による大ヒット作「東海道五拾三
次」。江戸っ子の旅への憧憬（どうけい）を背景に、
初版が保永堂（ほえいどう）から出された後も、
同じ趣向の「五拾三次」が続々と出版されました。
なかでも丸清（ま
るせい）版は残存
数が少なく、本展
覧会は保永堂版と
丸清版が一堂に会
する非常にまれな
機会ですので、ぜ
ひご覧ください。
▼とき　７月 10日（日）までの午前９時 30分
～午後４時30分（会期中は無休）

■■問問市立博物館（下白銀町、
☎35-0700）

力強さを感じてください。
▼とき　６月 19 日（日）、午
前９時～午後１時（雨天決行）
▼集合場所　緑の相談所（弘前
公園内）
▼ルート　①エドヒガン（最勝
院）→②アイグロマツ（元大工
町）→③エゾエノキ（元大工町）
→④ヒマラヤシーダー（紺屋町）
→⑤ウラジロモミ（高照神社）
→⑥弘前公園解散
※バス・徒歩移動あり。
▼対象　中学生以上の市民＝
12人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　1,000円
▼持ち物　雨具、タオル
※歩きやすい服装で参加を。
■■問問６月５日（日）の午前９時か
ら市みどりの協会（☎ 33-
8733、午前９時～午後５時）へ。

【

【メインフォーラム「命の授業
～笑顔と愛が溢れる青森へ～」】
　命や夢の大切さを楽しく学べ
る、魂のこもった面白くも熱い
授業を開きます。
▼とき　７月２日（土）、午後
１時30分～３時 10分
▼ところ　三沢市公会堂（三沢
市桜町１丁目）
※オンラインでの視聴も可。
▼講師　ゴルゴ松本さん（お笑
いコンビ「ＴＩＭ」）
▼参加料　無料
▼定員　会場＝400人
※オンライン視聴は無制限。
▼申し込み方法　６月 20 日
（月）までに専用申
し込みフォーム
（QRコード）で申
し込みを。
■■問問日本青年会議所東北地区青森
ブロック協議会（髙橋さん、☎
080-3193-2629）

第51回アオモリサマー
サミット inMISAWA

市立博物館特別企画展１

歌川広重　二つの東海道五拾三次

▲歌川広重「吉原宿 左冨士｣
（保永堂版）

▼観覧料　一般＝ 800 円（600 円）、高校・大
学生＝ 400円（300円）、小・中学生＝ 200円
（100円）
※（　）内は20人以上の団体料金。
▼常設展　「ひろさきの歴史と文化～原始から近
現代へ～」
※特別企画展開催中は、通常より規模を縮小して
います。

※障がい者、65歳以上の市民、市内の小・中学生と
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・住所を確認できるものの提
示を／特別企画展の期間中は高岡の森弘前藩歴史館
との共通券は使用できません。
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ヒロロ食育体験＆親子体操
教室


