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郷土文学館スポット企画展
「太宰治の高校生活展」
▽開催期間　７月１日～８月31 日
▽観覧時間　午前９時～午後５時
※入館は午後４時半まで。
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）スポット企画展コーナー
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝ 50 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を
提示してください。
■問問市立郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

ホタル観察会

▽とき
○弥生いこいの広場…７月５日、午
後８時～９時
○高長根レクリエーションの森…７
月12日、午後８時～９時
○こどもの森…７月 26日、午後７
時半～８時半
※いずれも雨天中止。
▽参加料　無料

■問問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）／高長根レクリエーション
の森（☎ 97・2627）／こどもの
森（☎88・3923）

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）　７月
５日・12 日・19 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）】
○お楽しみおはなし会と図書館の探
検隊（絵本の読み聞かせ・紙芝居な
どと図書館地下書庫の探検。対象は
小学校１年生～３年生）　７月 12
日の午前 11時～正午／弘前図書館
（☎32・3794）
【市立博物館（下白銀町）】
○親子鑑賞会（開催展覧会の観覧。
保護者も無料）　７月12日・19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）　７月 5日・12日・19日
の午前 10時～正午／市立郷土文学
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館（☎37・5505）
■問問各会場へ。

弘前城植物園の催し

◎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　７月６日・25日
　　　　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）
◎初心者寄せ植え体験
▽とき　７月26日（土）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前城植物園
▽内容　季節の花の寄せ植え体験
▽対象　ガーデニングの初心者＝
15組（先着順）
※親子で１鉢作ることもできます。
▽参加料　1,000 円（１鉢分の材
料費・入園料含む）
▽申し込み受け付け　７月１日～
▽持ち物　エプロン
■問問市みどりの協会（☎33・8733）

社会を明るくする運動

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを
支える地域のチカラ～
　社会を明るくする運動は、犯罪や
非行の防止と罪を犯した人たちの更

生に理解を深め、それぞれの立場で
力を合わせ、犯罪や非行のない明る
い社会を築こうとする全国的な運動
です。
　立ち直ろうとする人を受け入れ、
支えるために何ができるか考え、で
きることから始めてみましょう。
　７月は強調月間として、決起大会
を行います。多くの皆さんのご参加
をお待ちしています。
▽とき　７月６日（日）
　　　　午前10時半～午後０時半
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
■問問福祉政策課（☎40・7037）

市立博物館企画展2
「まつりと美術」
　弘前藩の江戸時代最大の祭礼で
あった弘前八幡宮祭礼行列、北国の
夏を彩るねぷたまつり、豊かな稔り
を感謝するお山参詣などの津軽のま
つりに関連する美術品を紹介しま
す。
▽開催期間　7月 12 日～ 9月 15
日
▽休館日　7 月 22 日（火）、8 月
18日（月）
▽開館時間　午前 9時半～午後 4
時半
▽観覧料　一般 280（210）円、
高校・大学生140（100）円、小・
中学生80（40）円
※（　）内は20名以上の団体料金。
また、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、
ひろさき多子家族応援パスポートを
持参の人は無料
▽併設　津軽の歴史～藩主たちの時
代～
■問問市立博物館（下白銀町、☎ 35・
0700）

弥生いこいの広場の催し

◎工作教室
▽とき　７月13日（日）
　　　　午前10時～
▽内容　動物の折り紙
▽参加料　無料
※材料が無くなり次第終了。事前の

申し込みは不要。
◎動物観察と自然体験キャンプ会　
動物観察や工作、虫捕りなどをして、
１泊２日のキャンプを楽しもう。
▽日程　７月 22日（火）…午後０
時半＝追手門広場集合、午後１時＝
出発、弥生いこいの広場泊／ 23日
（水）…正午＝追手門広場解散
▽対象　小学校３年生～６年生＝
30人
▽参加料　1,000円（当日徴収）
※事前の申し込みが必要。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

高長根
ファミリーキャンプ大会
　夏の思い出を作ろう！工作教室や
ナイトハイク、ダッチオーブンを
使った野外料理教室を行います。
▽日程　７月 19日（土）…午後１
時＝受付開始、午後３時＝イベント
開始／ 20日（日）…午後０時半＝
終了
▽ところ　高長根レクリエーション
の森（高杉字神原）
▽対象　ファミリーやカップルなど
キャンプが好きな人（初心者歓迎）
▽定員　12組（先着順）
▽参加料　１組（１区画）＝4,000
円
■問問７月１日～ 13日に、市みどりの
協会（☎33・8733）へ。

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

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　はじまりはどこから？
～宇宙の始まり・星の始まり～
▽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　夏の星空散歩
▽観覧料　無料
■問問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

７
月
の
投
影
日
程

　市内の文化芸術団体の協力で、音楽、絵画、踊りなどさ
まざまなアートが体験できるイベントを開催します。
▽とき　７月 20日（日）、午前 10時～正午、午後 1時
～ 3時
▽ところ　総合学習センター（末広４丁目）
▽内容　右表のとおり
▽対象　小学生（親子での参加も歓迎します）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要で、当日は自由に参加できますが、
コーナーによっては定員を超えた場合、参加できない場合
があります。なお、１日を通して体験する人は昼食を持参
してください。
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、動きやすい服装
■問問生涯学習課（☎82・1641）

こどもアート体験ひろば2014 番
号 団体名 内容

１ 弘前マンドリンアンサンブル マンドリンの演奏体験
２ パーカッショングループ（ファルサ）パーカッションの演奏体験
３ 弘前ねむの会ファミリーコーラス 手話で歌おう、英語で歌おう
４ 望月太左君衛鼓の会 小鼓の演奏体験
５ 子どもお琴クラブ お琴の演奏体験
６ 日本舞踊を楽しむ会 日本舞踊の体験
７ 弘前やまぶき会 津軽手踊りの体験
８ 弘前市茶道協会 お茶会の体験、お茶をたてる体験
９ 子どもせん茶道クラブ せん茶道の作法、玉露の入れ方の体験
10 弘前市児童文化研究サークル連合会 人形作りと人形劇の鑑賞
11 弘前美術作家連盟（書道） 書道の体験
12 弘前美術作家連盟（洋日本画） 絵画の鑑賞と制作
13 やきもの子どもクラブ やきもの製作の体験
14 いけばな子ども教室 いけばなの体験

【備考】２…午前のみ／３…筆記用具の持参を／７…靴下の持参を／
13…作品の仕上がりは１カ月後になります

 

　弘前のいろいろなことについて僕がクイ
ズを出すよ。答えはどこかのページに隠れ
ているから探してね！

【質問】
　本年度の市のお金の使い方が
決まったけど、学校などのため
に使うお金（教育費）はどれく
らい？右の３つの中から選んでね。

①約 5億 2,000 万円

②約 86億 4,000 万円

③約 190億円
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