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１時 30分～３時 30分（受け
付けは午後１時から）　
▼ところ　ヒロロ３階健康ホー
ル
▼対象　保育士・幼稚園教諭・
保健師等関心がある人＝20人
▼参加料　1 人 1,000 円 ( 当
日徴収 )
～共通事項～
▼申し込み方法　市内公共施設
に備え付けの申込用紙に必要事
項を記入の
上、ファク
スまたは E
メ ール（申
込書をカメ
ラで写し添
付もしくは本文に必要事項を入
力）で申し込みを（先着順）。
■■問問子育て支援サークルママーズ
クラブ（☎兼■■ＦＦ 32-6571、■■ＥＥ
koseki.hirorec@gmail.com）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　廃品などを活用し、万華鏡を
作ります。
▼とき　７月 16 日㈯、午前
10時 30分～ 11時 30分
▼ところ　中央公民館岩木館
（賀田１丁目）２階大研修室
▼対象　小学生＝ 10人（先着
順）
▼参加料　200円（材料費）
■■問問７月９日㈯の午前９時 30
分から、電話または岩木図書館
（賀田１丁目、☎ 82-1651）
受付で申し込みを。

【⑴月例登山「夏山登山 ライ
オン岩ルート」】
▼とき　７月 17 日㈰、午前
９時30分～午後２時30分（雨
天決行）

自分だけの万華鏡を作ろう！

こどもの森７月の催し

▼定員　10人程度（先着順）
※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
【⑵カブトムシ・クワガタ飼育
展示】
▼とき　７月 17日㈰
～ 31日㈰、午前８時
30分～午後４時30分
～⑴・⑵共通事項～
▼参加料と観覧料　無料
【⑶ Summer スクール「こど
も山伏修行体験」】
▼とき　７月25日㈪、午前９
時30分～午後３時（雨天決行）
▼集合場所　こどもの森ビジタ
ーセンター
▼内容　久渡寺周辺散策、数珠
作り、座禅、精進料理の食事
▼対象　小学校１～６年生＝
10人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　2,000円
▼持ち物　タオル、着替え
■■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）

　気象災害から、特に障がい者
を守るためのワークショップを
開催します。
▼とき　７月 18 日㈪㈷、午
後１時30分～４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　小山内世喜子さん（男
女共同参画みらいねっと代表理
事）、藤田淳さん（難病障がい
児者を支えるみなの会、気象予
報士）　
▼定員　50人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月 15 日
㈮までにファクスか Eメール
（氏名・連絡先・職業を記入）
で申し込みを。

防災ワークショップ2022

■■問問難病障がい児者を支えるみな
の 会（ ☎ 070-6954-4472、
■■ＦＦ 55-7099、■■ＥＥ minanokai
2020@gmail.com）

　和紙でオリジナル色紙（１枚）
とはがき（２枚）を作ってみま
せんか。
▼とき　７月 23日㈯・24日
㈰、⑴午前10時／⑵午前11
時／⑶午後１時／⑷午後２時
※所要時間は各回１時間程度。
▼ところ　交流センター紙漉の
里（紙漉沢字山越）
▼対象　市民＝⑴～⑷各10人
▼参加料　200円
※事前の申し込みが必要／定員
に余裕があれば当日参加も可。
事前に問い合わせを。
■■問問中央公民館相馬館（☎ 84-
2316）

相馬で夏の紙漉き体験
　北前船が伝えた「津軽の京祭
り」とされ、鰺ヶ沢町で８月に
開催予定の白八幡宮大祭の展示
会です。
▼とき　７月 11日㈪～18日
㈪㈷の午前９時～午後４時
※17日㈰の午後１時 30分～
２時 30分に、展示解説を実施。
▼ところ　山車展示館（下白銀
町、追手門広場内）
▼展示内容　大祭に関連する道
具・衣装と写真・解説パネル等
▼観覧料　無料
【関連イベント（無料）】
◎祭りフォーラム「山車とねぷ
た－東北の都市祭礼と風流－」
▼とき　７月 16 日㈯、午後
１時30分～３時 30分
▼ところ　市立観光館（下白銀
町）多目的ホール
▼定員　50人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
■■問問鰺ヶ沢町教育委員会社会教育
課（☎0173-72-2111）

津軽の京祭り
白八幡宮大祭展示会

【スポット企画展「弘前の詩人
たち～1960 年代から現代
⑵」】
　泉谷明、小笠原茂介、工藤浩
司の詩業を紹介します。
▼とき　７月 12 日㈫～９月
19日㈪㈷の午前９時～午後５
時
※入館は午後４時30分まで。
【ラウンジのひととき】
▼とき　８月６日㈯
　　　　午後２時～３時
▼ところ　２階ラウンジ
▼テーマ　太宰治「津軽」より
―木造編
▼内容　語る会（下川原久恭さ
んほか）による朗読
▼定員　15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　７月６日㈬
から電話か窓口で申し込みを。
～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、

郷土文学館の催し
市内の小・中学生および外国人
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／あおもり県民カレッジ
単位認定講座。
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）

【親子ふれあい遊び】
▼とき　７月 16 日㈯、午前
10 時～ 11 時（受け付けは午
前９時30分から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベント広場 
▼対象　生後７～11カ月頃の乳
児と保護者＝15組／保育士・
幼稚園教諭・保健師等関心があ
る人（観察参加）＝10人
▼参加料　親子参加＝１組
500 円 ／ 観 察 参 加 ＝ １ 人
1,000円（当日徴収）
【講演会「からだを育てるハイ
ハイの大切さを考える」】
▼とき　７月 16 日㈯、午後

乳幼児期の遊びや運動の
必要性を学ぶイベント

７
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］
【特別観察会】
★七夕
▼とき　７日㈭
★スーパームーン
▼とき　13日㈬
【定例観察会】
▼とき　16日㈯
～共通事項～
▼観察時間　午後７時～９時
▼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）

【関連イベント】【関連イベント】
真剣（日本刀）を使った抜刀道演武と据物（す真剣（日本刀）を使った抜刀道演武と据物（す
えもの）斬りを行います。入場料は無料です。えもの）斬りを行います。入場料は無料です。
▼ときとき　７月17日　７月 17日㈰㈰
　　　　午前10時 30分～ 11時 40分　　　　午前10時 30分～ 11時 40分
※事前の申し込みは不要。※事前の申し込みは不要。
▼ところところ　高岡の森弘前藩歴史館屋外　高岡の森弘前藩歴史館屋外
※雷雨等の場合は中止する場合があります。※雷雨等の場合は中止する場合があります。

▲県重宝 短刀 銘 奥州津軽住國廣▲県重宝 短刀 銘 奥州津軽住國廣

障がい者、65歳以上の市民、市内の小・障がい者、65歳以上の市民、市内の小・
中学生および外国人留学生、ひろさき多
子家族応援パスポートを持参の人は無料。子家族応援パスポートを持参の人は無料。
住所や年齢を確認できるものの提示を。住所や年齢を確認できるものの提示を。

■■問問高岡の森弘前藩歴史館（高岡字獅子沢、高岡の森弘前藩歴史館（高岡字獅子沢、
☎83-3110）☎ 83-3110）

高岡の森弘前藩歴史館

夏の企画展「津軽刀工伝」
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弘前藩四代藩主の津軽信政（つがるの弘前藩四代藩主の津軽信政（つがるの
ぶまさ）によって召し抱えられ、津軽三ぶまさ）によって召し抱えられ、津軽三
刀工と呼ばれた盛宗（もりむね）・國吉（く刀工と呼ばれた盛宗（もりむね）・國吉（く
によし）・國廣（くにひろ）のほか、弘前によし）・國廣（くにひろ）のほか、弘前
藩お抱えの刀工による郷土刀を中心に、藩お抱えの刀工による郷土刀を中心に、
弘前藩主津軽家や藩士たちに伝来した刀弘前藩主津軽家や藩士たちに伝来した刀
剣などを紹介します。剣などを紹介します。
▼ときとき　７月 15 日　７月 15 日㈮㈮～９月 11 日～９月 11 日㈰㈰
のの午前９時30分～午後４時30分午前９時30分～午後４時30分
※７月 19日※７月 19日㈫㈫、８月15日、８月 15日㈪㈪は休み。は休み。
▼観覧料観覧料　一般＝ 300 円、高校・大学　一般＝ 300 円、高校・大学
生＝150円、小・中学生＝100円生＝150円、小・中学生＝100円
※市立博物館との共通券もあります。※市立博物館との共通券もあります。


