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■■問問郷土文学館（☎37-5505）
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

　自動車を一時通行止めにした
「津軽岩木スカイライン」を歩
いてみませんか。
▼とき　９月４日㈰
※雨天決行。ただし、雷雨や警
報等発令時は中止。
▼集合時間・場所　午前６時
45分までに JR
弘前駅城東口観
光バス駐車場へ
集合。
※往復とも専用
貸し切りバスを
利用。帰りは午
後２時 30 分頃
に岩木山８合目駐車場を出発予
定。スカイライン閉鎖時間は午
前８時30分～午後０時30分。
▼コース　Aコース＝ 10km
／ Bコース＝５km／ Cコー
ス＝３km
▼対象　小学生以上（小学校２
年生以下は、高校生以上の保護
者同伴）
※体が不自由な人も参加可能で
すが、事前にご連絡ください。
▼参加料　１人 3,000 円（中
止の場合も返金しません）
▼申し込み方法　８月 20 日
（土・必着）までに、郵送また
はファクス、Eメール（郵便番
号・住所・氏名・年齢・電話番
号・「スカイライン参加」と記入）
で申し込みを。後日、参加申込
書を送付します。
■■問問弘前歩こう会事務局（今井さ
ん、〒036-8333、若党町75
の ２、☎ 兼■■ＦＦ 32-9272、 ■■ＥＥ
fumisato＠peach.plala.or.jp）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

津軽岩木スカイラインを
歩いてみよう会

　11 月３日㈭㈷に開催する
「第 59回弘前市子どもの祭典」
で展示する作品を募集します。
作品のテーマは、「自分が好き
なこと・もの、得意なこと・も
の」です。
▼募集作品　団体作品…１つの
作品を２人以上で作成した絵画
や工作など／個人作品…①工作
の部、②絵画の部（八つ切りサ
イズの画用紙）
※応募は各部門１点まで／応募
作品は子どもの祭典終了後、中
央公民館で返却します。
▼対象　市内の小・中学生
▼応募方法　９月10日㈯まで
の午前８時 30分～午後５時に
作品（作品のタイトル・氏名〈ふ
りがな、団体作品は製作者全員
分〉・学校名〈団体名〉・学年・
住所・電話番号・出品者氏名を
記入したものを添付）を、郵送
または持参してください。
※作品出品票は、中央公民館の
窓口で配布するほかホームペー
ジにも掲載しています。
▼表彰　各部門の優秀作品に選
ばれた人を「子どもの祭典」式
典で表彰します。
■■問問弘前市子どもの祭典実行委員
会事務局（〒 036-1313、賀
田１丁目 18の３、中央公民館
岩木館２階、☎ 33-6561、■■ＦＦ
33-4490、 ■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）

【大鰐線は土・日曜日、祝日が
100 円電車になります！】
　11 月 27 日までの土・日曜
日、祝日限定で、乗車区間にか
かわらず１乗車大人 100 円、

「子どもの作品展示会」
作品募集

弘南鉄道大鰐線に乗ろう！

子ども50円とします。
　お得な機会に、
大鰐線に乗ってお
出かけしません
か。
　イベント情報は弘南鉄道ホー
ムページ（https://konantetsu
do.jp/）で確認を。

【勇者コーナンと魔法使いオー
ワニーのナゾトキクエスト】
　11 月 27 日まで、謎解きイ
ベントを開催します。
▼ところ　弘南鉄道大鰐線・弘
南線車内
▼謎解き用冊子配布場所　大鰐
線中央弘前駅・大鰐駅、弘南線
弘前駅・平賀駅・津軽尾上駅・
黒石駅
▼参加料　無料（ただし電車賃
が必要）
▼正解者特典　正解者の中から
抽選で、ゲームプリペイドカー
ドや家で遊べる謎解きキット等
をプレゼントします。
　詳しくはイベント
ホームページ（QR
コード）で確認を。
■■問問弘南鉄道活性化支援協議会利
用促進部会事務局（地域交通課
内、☎35-1124）

▼とき　８月 27 日㈯、午後
０時30分～５時 45分
▼ところ　西目屋スポーツ交流
センター（西目屋村田代字名坪
平）ほか
※集合・解散は弘前駅城東口／
現地集合希望者は応相談。
▼対象　20 歳～ 39 歳の独身
で、弘前圏域市町村（弘前市、
黒石市、平川市、藤崎町、板柳
町、大鰐町、田舎館村、西目屋
村）在住または結婚後にこれら
の市町村に住む意思のある人
▼定員　男女各９人
▼参加料　男性＝ 3,000 円／
女性＝2,000円
▼申し込み方法　８
月 19日㈮の正午ま
で に Web サ イ ト
（QRコード）から申し込みを。
■■問問 A’GROVE（☎ 080-2836
-1735、■■ＥＥ staff@a-grove.
com）

　全国 2,108 点のデザイン画
の中から一次審査で選ばれた
33点（チーム）が実際の衣装
作品として登場します。本県か
らは弘前実業高校、五所川原第
一高校の２校が出場します。
▼とき　８月 28 日㈰、午後
１時から（開場は正午）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▼審査員　原由美子さん（ファ
ッションディレクター）／津森
千里さん（TSUMORI CHISA
TO ファッションデザイナー）
／天津憂さん（クリエイティブ
ディレクター）
▼ゲスト審査員　小湊千恵美さ

婚活イベント「一体感と達成
感のラフティングツアー」

ファッション甲子園 2022
最終審査会開催！

ん（「FASHIONSNAP」ファ
ッションディレクター）
▼入場券　500円（全席自由）
▼その他　入場券販売場所はホ
ー ム ペ ー ジ（http://www.
f-koshien.com）で確認する
か、問い合わせを／入場券は数
に限りがあります。
※当日券の販売はありません。
▼ライブ配信　最終審査会の様
子はYouTube でライブ配信も
行います。当日、会場に来られ
ない人はぜひご覧ください。
※視聴方法はホームページで確
認を。
■■問問ファッション甲子園実行委員
会事務局（弘前商工会議所内、
☎33-4111）

【vol4.Fantasia（ フ ァ ン タ
ジア）】
　フルート、クラリネット、ピ
アノが奏でるハーモニーを楽し
みませんか。
▼とき　８月28日㈰
午後１時 30分から（開場は午
後１時）
▼ところ　平川市文化センター
（平川市光城２丁目）
▼出演者　尾崎勇太さん（フル
ート）、三浦千花音さん（クラ
リネット）、beja（ベジャ）さ
ん（ピアノ）
▼ 入 場 料　 高 校 生 以 上 ＝
2,800 円 ／ 小・ 中 学 生 ＝
2,500円／未就学児＝無料
※当日券は各100円増し。
▼チケット販売所　さくら野百
貨店弘前店（城東北３丁目）、
中三弘前店（土手町）、まちな
か情報センター（土手町）ほか
■■問問アートフェスティバル本部
（石山さん、☎080-9018-39
78、■■ＥＥ artfestival.offi cial09
@gmail.com）

アート フェスティバル 
サウンド コレクション

▼とき　９月３日㈯、①午前
10 時 30 分～ 11 時 30 分／
②午後１時～２時／③午後３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　①＝チェアヨガ（椅子
に座って行うヨガ）／②＝体幹
コントロールヨガ③＝陰陽ヨガ
▼講師　ヨガスタジオリライト
▼定員　各回50人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　①＝フェイスタオル
／②・③＝ヨガマット
※ヨガマット有料レンタルあり
（要予約）。
　詳細はヒロロスクエ
アホームページ（QR
コード）で確認を。
■■問問 市民文化交流館（☎ 35-
0154、午前８時 30 分～午後
９時）

▼とき　９月３日㈯
　　　　午後２時～３時
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）２階ラウンジ
▼内容　木村裕樹さん、鈴木愛
理さんによるコントラバス二重
奏
▼定員　15人（先着順）
▼申し込み方法　８月３日㈬
から電話か郷土文学館窓口で申
し込みを。
▼参加料　無料（ただし文学館
観覧料〈高校生以上＝ 100 円
／小・中学生＝50円〉が必要）
※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。
年齢・住所を確認できるものの
提示を。

秋ヨガ

ラウンジのひととき

８
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］

★伝統的七夕特別観察会
▼とき　４日㈭
　　　　午後7時～ 9時
★アルビレオ観察会
▼とき　20日㈯
　　　　午後7時～ 9時
～共通事項～
▼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）


