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　生産性向上
が期待できる
新たな栽培技
術やスマート
農業の現状等
を学ぶ講演と、りんご生産現場
での活用が期待されるスマート
農機の展示、QOL（啓発型）
健診体験会を実施します。
▼とき　７月23日㈯
　　　　正午～午後４時
※希望者には、セミナー終了後
に動画での配信も予定。
▼ところ　岩木文化センターあ
そべーる（賀田１丁目）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月 21 日
㈭までに、電話、ファクスま
たはEメール（氏名・所属〈勤
務先〉・住所・参加方法〈会場
参加のみ／動画配信のみ／両
方〉・電話番号・Eメールアド
レスを記入）で申し込みを。
　詳しくは市ホームページへ。
■■問問 りんご課企画推進係（☎
40-7105、■■ＦＦ 38-5870、■■ＥＥ
ringo@city.hirosaki.lg.jp）

　相談したいことや聴いてほし
いことなど、悩みを抱える人同

りんご産業
イノベーションセミナー

ピアリスニングで
ココロほぐしとリラックス

士で互いに話を聞き、感想を述
べることで、みんなでココロを
ほぐし合いリラックスする、無
料の「話を聞き合う会」です。
▼とき　７月23日㈯
　　　　午後１時30分～３時
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼聴き手と司会　みろくさん
（公認心理師）
▼定員　10人（先着順）
　市では、自身の経験やスキル
を今後のまちづくりに生かす交
流・活躍の場づくりを行ってい
ます。講師希望など、関心のあ
る人は気軽に問い合わせを。
■■問問７月22日㈮までにサンタハ
ウス弘前公園（☎88-7707）へ。

　「墨入れ」、「ロウ引き」、「色
付け」をして、自分だけのオリ
ジナル金魚ねぷたを作ります。
▼とき　７月 24 日㈰、⑴午
前 10 時 30 分／⑵午後１時
30分／⑶午後３時30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼対象　小学生以上の市民＝各
回10組
※小学生は保護者同伴。
▼参加料　無料（ただし材料費
として１組1,000円が必要）
　詳細はヒロロスクエアホーム
ページで確認を。

金魚ねぷた絵付け
体験2022

■■問問７月３日㈰から電話か市民文
化交流館（☎35-0154、午前
８時30分～午後９時）窓口へ。

　夏休みの自由研究にピッタリ
なりんごに関する体験イベント
を楽しもう！りんご畑で働く機
械が大集合。ねぷたうちわや竹
の水鉄砲作り等を実施します。
▼とき　７月24日㈰
　　　　午前10時～午後４時
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）
▼お願い　来園の際は、次の
⑴～⑹にご協力を。
⑴マスクの着用／⑵園内での
ソーシャルディスタンスの確保
／⑶入園時の検温（体温が
37.5℃以上の場合は入園不可）
／⑷手指の消毒／⑸来園者受
付用紙の記入／⑹飲酒・食べ
歩きの禁止
　なお、入園受付をスムーズに
行うため、事前に市ホームペー
ジ掲載の受付用紙を印刷・記入
の上、会場への持参にご協力を
お願いします。
■■問問りんご課販売・発信係（☎
40-2354）

　縄文人の代表的な装身具の
「勾玉（まがたま）」と生活道具

サマーフェスティバル

「勾玉製作と土器・土偶製作
こども体験会」参加者募集

の「土器」を製作します。
【勾玉製作こども体験会】
▼とき　７月26日㈫
【土器・土偶製作こども体験会】
▼とき　７月28日㈭
～共通事項～
▼時間　午後１時 30分～午後
３時30分
▼ところ　城東閣（鍛冶町）フ
レキシブルルーム
▼対象　園児～中学生＝各日
30人程度
※園児は保護者同伴。
▼参加料　100 円（材料費／
当日持参）
▼持ち物　飲み物、タオル、エ
プロン、雑巾、筆記用具
▼申し込み方法　７月 20 日
㈬までに、はがきかファクス
（郵便番号・住所・氏名・年齢・
電話番号・参加する体験会の名
称を記入）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）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　「スタインウェイD-274」と
「スタインウェイメモリアル」の
２台のピアノ
を、コンサート
と同様の照明の
中、大ホールの
ステージで弾い
てみませんか。
▼とき　７月 28日㈭～31日
㈰の⑴午前 9時～ 10時／⑵
午前 10 時 30 分～ 11 時 30
分／⑶正午～午後１時／⑷午
後１時30分～２時 30分／⑸
午後３時～４時
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▼定員　各日５組（先着順）

スタインウェイを
弾いてみよう！

※事前の予約が必要／１組５人
まで。高校生以下は保護者かピ
アノ講師の立ち合いが必要。
▼参加料　30 分＝ 3,000 円、
60分＝ 5,000 円
※録音希望者（CD-R のみ）
は別途 1,000 円が必要／予約
の承認を受けた人は、別途申込
用紙を提出してください。申込
用紙の入手方法は予約時にお知
らせします。
■■問問７月５日㈫の午前 10 時か
ら電話で市民会館（☎ 32-
3374、受け付けは午後４時ま
で）へ。

　接着剤を使わず
に木材を組み合わ
せて作る、伝統技
術の「組子」を体
験します。
▼とき　７月31日㈰
　　　　午前10時～正午
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階多目的ホール
▼対象　小学校４年生以上＝
60人（先着順）
※保護者も観覧と体験（事前予
約が必要）が可能。
▼参加料　１人1,000円
▼申し込み方法　７月９日㈯
の午前10時以降に来館して申
し込みを。
■■問問学習情報館（総合学習センタ
ー内、☎26-4800）

教室・講座

　詩舞「あゝ弘前城」を楽しく
踊ってみませんか。
▼とき　７月 17 日・24 日・
31日、８月７日・21日（いず

津軽伝統組子作り体験

詩舞初心者講習会

れも日曜日）、午後１時～３時
▼ところ　勤労青少年ホーム
（五十石町）体育室
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　足袋（綿の靴下も
可）、腰ひも、扇子（貸出用あり）
■■問問神刀剣桜流剣詩舞剣桜館（佐
藤さん、☎090-9637-6377、
■■ＦＦ 96-2660）

　世界文化遺産「能」
の美を表現する、仕
舞の基本講習とその
発表を行います。
▼とき　教室＝７月 17日㈰・
18 日㈪㈷、９月 18 日㈰・
19 日㈪㈷、10 月１日㈯・
22日㈯／成果発表会＝ 10月
23日㈰
※㈯は午後１時～２時 30分、
㈰と㈷は午前 10 時～ 11 時
30分。
▼ところ　教室＝サンライフ弘
前（豊田１丁目）ほか／発表会
＝市民文化交流館（駅前町、ヒ
ロロ内）
▼講師　上野朝義さん、上野朝
彦さん（両者ともシテ方観世流
能楽師）ほか
▼対象　幼児～高校生とその保
護者
※子どもだけの参加も可。
▼参加料　無料（ただし衣装そ
の他の費用として実費 2,000
円が必要）
▼申し込み方法　７月 15 日
（金・必着）までに、電話、は
がきまたは E メール（住所・
氏名・学校名・学年・電話番号・
保護者同伴の有無を記入）で申
し込みを。
■■問問弘前能楽普及座（篠崎さん、
〒 036-8342、 笹 森 町 35、
☎ 37-5184、■■ＥＥ family.shin
ozaky@nifty.com）

第８回弘前おやこ仕舞教室


