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前10時30分～11時15分（午
前 10時開場）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼出演　宮本香織さん（ピア
ノ）、朝山奈津子さん（司会）
▼定員　50人程度（先着順）
※予約優先。
▼参加料　18 歳以上＝ 500
円、18歳未満＝無料
※当日受け付けでお支払いくだ
さい。
▼申し込み方法　申し込みフォ
ーム（QRコード）ま
たは Eメール、電話
で申し込みを。 
▼その他　客席はマット席
（120㎝四方）と椅子席あり。
ベビーカーのまま入場可。演奏
中の入退場は自由。授乳室やオ
ムツ替えのできるお手洗いが会
場脇にあります。
■■問問アートワールドひろさき（①・
②＝出〈いで〉さん、☎ 39-
3383／③＝朝山さん、☎39-
3381、 ① ～ ③ 共 通 ＝ ■■ＥＥ
artworld@hirosaki-u.ac.jp）

※①・③は令和４年度市民参加
型まちづくり１％システム採択
事業。

　津軽地域の
「鬼」が関係す
る寺社や、鳥居
に鬼が飾られ
ている神社な
どを見学するバスツアーです。
▼とき　７月９日（土） 
　　　　午前10時～午後４時 
▼ところ　鬼沢研修会館（鬼沢
字後田）など 
※鬼神社のほか４カ所の寺社を
見学予定。
▼集合時間と場所　自家用車の
人は午前９時 50分までに鬼沢
研修会館、送迎バスを利用する
人は午前９時 20 分までに JR
弘前駅城東口へ
▼定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　3,000 円（昼食、
おみやげ付き）

津軽の鬼伝説バスツアー

【

【①絵本と絵画の鑑賞会＋ワー
クショップ vol.09】
　絵本で宇宙を探究した後に、
キラキラする絵を制作します。
▼とき　６月 18 日（土）、午
前９時 30分～午後０時 30分
／午後２時～５時
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部美術制作室 
▼対象　幼稚園・保育園児～小
学生＝各回15人程度（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　500円
【②実験☆ワークショップ 
vol.02】
　金属の性質を探究する理科の
実験と、金属箔と日本画の技法
で宇宙を描くワークショップで
す。素粒子と宇宙に関するレク
チャーつきです。できあがった
作品は７月に予定する作品展に
展示できます。
▼とき　６月 19日（日）・26
日（日）の午前９時 30分～午
後４時30分（昼休憩あり）
▼ところ　弘前大学教育学部理
科共通実験室２・美術制作室
▼対象　小学校５年生～中学生
＝各回12人程度（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　1,000円
～①・②共通事項～
▼申し込み方法　６月４日（土）
の正午から、申し込
みフォーム（QR コ
ード）で申し込みを。 
【③赤ちゃんも！音楽ファンも！
みんなのコンサート第７回】
　ピアノ独奏によるコンサー
ト。ラモーからピアソラまで、
ピアノのために書かれた古今東
西の舞曲で綴ります。小さなお
子さんも一緒に気軽にどうぞ。
▼とき　６月 24 日（金）、午

poco a poco
アートのたまご

▼申し込み方法　６月 20 日
（月）までに、電話で申し込みを。
■■問問歴史と伝説の里「鬼沢の会」
事務局（鬼沢楢木土地改良区内、
☎ 98-2141、平日の午前９時
～午後５時）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

【

【宇宙でわたし達のからだはど
うなるのでしょうか】
　宇宙空間における私たちの体
の形態や機能の変化、このよう
な環境を利用した体の健康づく
りについて、最新の研究内容を
解説します。
▼とき　７月９日（土）
　　　　午後１時30分～３時
▼ところ　公開視聴会場＝土手
町コミュニティパーク
※アップルストリーム（https:
//applestream.jp/）でのオ
ンライン視聴も可。
▼講師　吉岡利忠さん（前弘前
学院大学学長）
▼定員　20人（先着順）
※事前の申し込みが必要／オン
ライン視聴は無制限。
▼参加料　無料
■■問問６月６日（月）から大学コン
ソーシアム学都ひろさき（☎
39-3160、■■ＥＥ conso@hirosa
ki-u.ac.jp）へ。

【

▼日程と会場
①8月 28日（日）＝陸上・フ
ライングディスク、新青森県総
合運動公園（青森市宮田字高瀬）
② 9月 3日（土）＝アーチェ
リー、新青森県総合運動公園
③ 9月 4日（日）＝ソフトボ
ール、青森市屋内グラウンド（青

大学コンソーシアム学都ひろ
さき５大学合同シンポジウム

第30回
青森県障害者スポーツ大会

森市浜田字豊田）
④9月 4日（日）＝水泳・卓球・
バレーボール、新青森県総合運
動公園
⑤9月 10日（土）＝ボッチャ、
青森県身体障害者福祉センター
ねむのき会館（青森市野尻字今
田）
⑥9月 25日（日）＝ボウリン
グ、アオモリボウル（青森市安
方１丁目）
▼対象　12歳以上（４月１日
現在）で次の❶～❸のいずれか
に該当する人
❶身体障害者手帳を所持する人
／❷原則として愛護手帳を所持
する知的障がい者／❸原則とし
て精神障害者保健福祉手帳を所
持する人
▼参加料　無料（ボウリング競
技のみ1,100円）
■■問問６月 17日（金）までに障が
い福祉課（☎40-7122）へ。

　市民の皆さんの健康保持と増
進を図るため、子どもから大人
まで自由に参加できる「2022
年度夏期巡回ラジオ体操・みん
なの体操会」を開催します。
▼とき　８月９日（火）、受付開
始＝午前５時30分／開会＝午
前６時／閉会＝午前６時45分
※荒天中止／当日の様子は
NHKラジオ第１放送で、午前
６時 30分～６時 40分に全国
生放送します。
▼ところ　運動公園（豊田２丁
目）陸上競技場
▼申し込み方法　７月８日（金・
必着）までに、①
イ ン タ ー ネ ッ ト
（QRコード）か②
はがきに、「弘前市
運動公園陸上競技場、８月９日」

～弘前ねぷた300年祭記念
事業～2022年度夏期巡回
ラジオ体操・みんなの体操会

と記入し、申し込み代表者の郵
便番号・住所・氏名・連絡先（携
帯可）・一緒に申し込む人数（最
大６人まで）を記入の上、〒
150-8681、渋谷郵便局留め
「ラジオ体操イベント運営事務
局」巡回ラジオ体操参加申込係
へ申し込みを。
▼その他　マ
スクを着用の
上、来場を／
熱中症対策の
ため飲料等の
持参を。
■■問問開催について…健康増進課
（☎ 37-3750）／申し込みに
ついて…ラジオ体操イベント運
営事務局（☎03-6427-1610、
平日の午前10時～午後５時）

▼とき　６月16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
▼内容　最近の
悪質商法の手口
と対処法
▼講師　青森県
消費生活センタ
ー職員
▼対象　おおむね 60歳以上の
市民＝30人程度（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼受講料　無料
▼申し込み方法　６月 13 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）

教室・講座
ベテランズセミナー

▲ラジオ体操イメージ
キャラクター「ラタ坊」

　ダンスや音楽などさまざまなコンテンツを盛り込んだ、子どもか
ら大人まで楽しめるイベントを開催します。
▼とき　７月２日（土）・３日（日）、午前９時～午後９時（雨天決行）
▼ところ　星と森のロマントピア（水
木在家字桜井）
▼内容　ダンスの世界大会やショー、
トップアスリートによるステージ、
音楽ライブ、津軽三味線や津軽笛、
地元高校生による書道パフォーマン
スや地元の子どもたちによるダンス
パフォーマンス、飲食ブースなど
※事前の申し込みが必要。
▼観覧料　高校生以上＝１日あたり
4,000円、中学生以下＝無料
詳しくはホームページ（QRコード）で確認を。
■■問問ひろさき芸術舞踊実行委員会（☎88-6499）
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