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 イベント

　   暮らしの
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●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111

■ＦＦ…ファクス　■ＥＥ…Ｅメール　■ＨＨ…ホームページ　■問問…問い合わせ・申込先

「ふるさとの心　津軽のことば」
コンサート
▽とき　６月７日（土）、午後２時
～４時（開場は午後１時半）
▽ところ　弘前大学創立 50周年記
念会館（文京町）みちのくホール
▽内容　津軽手踊り・民謡・津軽三
味線とジャズピアノのコラボレーシ
ョン・津軽弁小オペラで、ふるさと
の心、津軽のことばを表現します。
ぜひ、お楽しみください。
▽入場料　1,000円
▽入場券取扱所　弘前大学生協、紀
伊國屋書店、平山萬年堂
■問問新老人の会（☎36・1576）

サタディプラン

　土曜日に小・中学生を対象に、無
料で開催します。
▽日程・会場
【弘前文化センター（下白銀町）プ
ラネタリウム】
○わくわく☆こどもプラネ（子ども
向けのプラネタリウム投影）　６月
７日・14日・21日・28日の午前
10 時半～ 11 時／中央公民館（☎
33・6561）
【弘前図書館（下白銀町）】
○おたのしみおはなし会と図書館の
探検隊（絵本の読み聞かせや紙芝居
などと図書館地下書庫などの探検。
対象は小学校１年生～３年生）　６
月 14日の午前 11時～正午／弘前
図書館（☎32・3794）
【市立博物館（下白銀町）】
○親子観賞会（開催展覧会の鑑賞。
保護者も無料）６月７日・14 日・
21 日・28 日の午前９時半～正午
／市立博物館（☎35・0700）
【市立郷土文学館（下白銀町）】
○親子文学散歩（クイズを解きなが
ら観覧）　６月７日・14日・21日・
28 日の午前 10時～正午／市立郷
土文学館（☎37・5505）
■問問各会場へ。
※プラネタリウム、市立博物館、市

立郷土文学館は市内の小・中学生は
いつでも無料です。サタディプラン
以外の日もご利用ください。

教科書見本展示会

　来年度から使用される小学校の教
科書見本を展示します。中弘地区の
教員や市民の皆さんのご来場をお待
ちしています。
▽とき　６月９日～ 20日の午前９
時～午後４時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
■問問学校指導課（☎82・1644）

天文台観察会
☆見あげてごらん天体ショー☆
▽とき　６月 10 日（火）、午後７
時～10時
▽ところ　星と森のロマントピア天
文台（水木在家字桜井）
▽テーマ　「月が土星の近くを通過」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　天文台解説員が案内しま
す。
■問問星と森のロマントピア天文台（☎
84・2233、月・木曜日は休館）

弘前城植物園散策ガイド

　市みどりの協会の樹木医や緑の相
談員が、見ごろの花や樹木を説明し
ながら、楽しく園内をガイドします。
▽とき　６月 13 日・22 日の午前
10時～ 11時
▽集合場所　弘前城植物園南案内所
▽参加料　無料（入園料は必要です）
■問問市みどりの協会（☎33・8733）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
○昭和懐かしの古漫画・古本　対馬
基起コレクション展
▽とき　６月７日～ 15 日（10 日
は休み）、午前９時～午後４時
○布あそ美
～一閑張り・地下足袋リメイク・布
小物・アンティーク着物～

▽とき　6 月 19 日～ 23 日（23
日は午後 3時まで）、午前９時～午
後４時
○中国茶・台湾茶の会　　
▽とき　6月 14 日の午前 11時～
12時、午後１時半～２時半
▽参加料　1,500 円（お茶・お茶
請け代として）
※事前の予約が必要。
○ボタニカルアートと木彫　木村圭
希・村上宙矢二人展　
▽とき　5 月 17 日～ 26 日（26
日は午後 3時まで、20日は休み）、
午前９時～午後４時
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）  
■問問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

追手門広場フリースタイル
マーケット2014

　日用品や雑貨、衣類など、出店者
の皆さんが持ち寄った商品が販売さ
れます。
▽とき　６月15日（日）　
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　追手門広場（下白銀町）
▽入場料　無料
■問問市立観光館（☎37・5501）

第58回青森県・
第50回中弘母親大会
　「生命を生み出す母親は、生命を
育て、生命を守ることをのぞみます」
をスローガンに、自由に子どもや教
育のこと、暮らしの問題や平和のこ
となどについて語り合いましょう。
▽とき　６月22日（日）
　　　　午前10時～午後３時半
▽ところ　第三中学校（豊原１丁目）
▽内容　午前は分科会、午後は全体
会（「花嵐桜組」によるミニアトラ
クション・講演など）
▽講演　「いま憲法を暮らしに生か
すとき」
▽講師　二宮厚美さん（神戸大学名
誉教授・経済学・社会環境論）
▽参加料　700円（資料代として）
※スリッパは持参を。昼食や保育室

など、申し込みが必要なものもあり
ますので、詳しくは問い合わせを。
■問問中弘母親大会実行委員会（東長町、
新日本婦人の会弘前支部、☎35・
0112）

こどもの森６月の行事

◎月例登山「ハルゼミ探訪　カモシ
カ登山」
▽とき　６月 15 日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、
替えの下着・靴下、雨具
◎カエル展　６月15日～７月６日
▽入場料　無料
～共通事項～
▽ところ　こどもの森ビジターセン
ター（坂元字山元、久渡寺境内）
■問問６月 13日までに、こどもの森ビ
ジターセンター（☎ 88・3923）
／市みどりの協会（☎ 33・8733）
へ。

男性介護者のつどい

▽とき　６月22日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）
▽内容　介護についての話し合い
▽対象　男性の介護者または介護経
験者
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問認知症の人と家族の会青森県支部
（弘前地域世話人・東谷さん、サン
アップルホーム内、☎97・2111）

シンフォニー「成年後見制度を
考える会」第４回施設見学会
　家庭裁判所で成年後見制度や利用
の手続きを学んでみませんか。
▽とき　６月25日（水）
　　　　午後１時半～４時
▽集合　午後１時半までに、市民参
画センター（元寺町）１階に集合。
遅れた人は参加できませんので注意
を。
▽内容　成年後見制度の説明とＤＶ

Ｄ視聴、質疑応答（質問のある人は
申し込み時にお知らせを）、法廷見
学（法廷が空いている場合）
▽定員　40人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みも可。
■問問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（鎌田さん、☎兼■ＦＦ 38・
1829、北川さん、☎兼■ＦＦ 33・
0393）

第37回「愛の広場」　　　
レクリエーションの集い
　心身障がい児者と家族、ボランテ
ィア、市民がレクリエーションを通
して楽しく交流を深め、自らの活動
意欲を奮い起こすとともに、社会生
活に融合することを願い開催しま
す。
▽とき　７月13日（日）、午前10
時～午後２時40分
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽内容　○×クイズ、レクダンス、
玉入れ、カラオケ、りんご娘・アル
プスおとめライブ、よさこい弘前厚
生学院
▽参加料　無料
▽その他　イベントを手伝ってくれ
るボランティアスタッフを募集して
います。興味のある人はぜひ申し込
みを。
■問問６月 24日までに、市社会福祉協
議会（宮園２丁目、☎ 33・1161、
■ＦＦ 33・1163）へ。

第５回スポーツひのまる
キッズ東北小学生柔道大会
　「東北復興支援プロジェクト」と
銘打ち、「親子の絆と柔道の本質」
をテーマに開催します。
　柔道大会のほか、トップアスリー
トを招いた各種イベントや、「保護
者の部」も開催されます。
▽とき　６月15日（日）
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
■問問一般社団法人スポーツひのまる
キッズ協会事務局（☎東京 03・
6809・5615）

 

 教室・講座
りんご公園講習会
「津軽語り部の会・講習会」
▽とき　６～ 11月の毎月第１・３
日曜日、午後２時～３時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）農家住宅内
▽参加料　無料
▽講師　菊池菊代さん（津軽語り部
の会会長）
■問問りんご公園（☎36・7439）
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プラネタリウムプラネタリウム  
［弘前文化センター］

□…一般投影を午後１時半～、午
後３時～の２回投影
■■…一般投影を午前 10 時半～、
午後１時半～、午後３時～の３回
投影
■■…わくわく☆こどもプラネを午
前 10時半～の１回、一般投影を
午後１時半～、午後３時～の２回
投影　
■■…休み

★投影プログラム
【一般投影／45分間】
▽テーマ　お星さま
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・
中学生、高校生＝ 120円
※ 65 歳以上の市民、市内の小・
中学生や障がい者、外国人留学生
は無料。年齢や住所を確認できる
ものの提示を。
【わくわく☆こどもプラネ／30
分間】
▽テーマ　世界の星座のおはなし
▽観覧料　無料
■問問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）
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