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緑の相談所 ８月の

催し
【展示会】
●水生植物展　６日～10日
●観葉植物展　13日～ 24日
【講習会など】
●秋まき野菜の栽培　９日、午後
１時半～３時半
●アメリカシロヒトリの防除法　
23日、午後１時半～３時半
●訪問相談　９日・30日
※庭木の出張相談です（無料）。
電話で申し込みを。
【弘前城植物園…今月見られる花】
スモークツリー、ハス、ノウゼン
カズラ、ハギなど
■問問緑の相談所（☎33・8737）

りんご公園の
「りんごもぎ取り体験」
▽とき　８月１日～11月中旬
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）
▽体験料金　200円／㎏
※１人最大２㎏までもぎ取り可。た
だし、品種によって数に限りがあり
ます。
■問問りんご公園（☎36・7439）

弥生いこいの広場の催し

◎工作教室
▽とき　８月９日（土）
　　　　午前10時～
▽内容　おもしろ貯金箱の製作
▽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。
◎弥生でNight（ナイト）!　
　普段とは違う、動物の夜の生態観

察をしてみませんか。展示動物のほ
か、昆虫、周辺に生息する野生鳥獣
のガイドもあります。
▽とき　８月９日・10日の午後５
時半～８時（雨天決行）
※入場は午後７時半まで。
▽入場料　高校生＝ 260 円／一般
＝420円
※市内の中学生以下は無料。
～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）

弘前城植物園の散策ガイド

　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　８月８日・24 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）
■問問市みどりの協会（☎33・8733）

江戸時代リサイクルパネル展

▽とき　８月10日～ 30日
　　　　午前９時～午後４時
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）２階研
修室
▽内容　江戸時代のさまざまなリサ
イクルについてのパネル展示
▽入場料　無料
■問問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎36・3388、月曜日は休み）

市立郷土文学館
企画展記念講演会
　現在開催中の第38回企画展「『ま
るめろ』の飛翔　高木恭造展」を記
念して、講演会を開催します。
▽とき　８月16日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽テーマ　「『まるめろ』の在る椅子」
▽講師　山田尚さん（詩人）
▽入場料　無料

■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。

写真パネルで見る
「原爆と人間展」
▽とき　８月 11日～ 15日、午前
９時～午後５時（初日は午前 11時
から、最終日は午後４時まで）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽その他　希望者には写真パネルの
貸し出しも行いますので、問い合わ
せを（パネル展開催期間中は除く）。
■問問法務契約課（☎35・1137）

夏休みちびっ子お宝探検

　市立博物館において、お宝を見学
したり、博物館内をクイズラリー形
式で弘前の歴史を学ぶ「夏休みち
びっ子お宝探検」を開催します。
▽とき　８月16日（土）
　　　　午後２時～３時
▽集合　午後２時までに市立博物館
（下白銀町）ホールへ。
▽対象　小学生＝ 20 人（先着順、
保護者同伴も可）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
※市内の小学生および保護者２人ま
では観覧料も無料。　
▽持ち物　クリップボード
▽申し込み　８月 10日の午前８時
半から電話で受け付け
■問問市立博物館（☎35・0700）

こどもの森８月の行事

◎月例登山「盛夏
の山　太陽の道」
▽とき　８月 17
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、替えの下
着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
◎カブト・クワガタ展　
▽とき　８月17日まで
▽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）
■問問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

駅前サマーフェスタ2014

▽とき　８月24日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　駅前大通り（歩行者天国）
▽内容　チアリーディング、チアダ
ンス、一輪車演技、よさこい演舞、
花柳社中、ストリートダンス、ゴー
カート広場、はしご車体験、宝探し
ゲームなど
■問問駅前サマーフェスタ事務局（弘
前駅前商店街振興組合内、☎ 32・
1060）

追手門広場フリースタイル
マーケット2014
▽とき　８月24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）

園芸学会東北支部第30回
記念大会公開シンポジウム
【東北地方の農産物の販売・生産拡
大戦略】
▽とき　８月27日（水）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）２階多目的ホール
▽内容
①りんごの輸出・販売戦略について
…講師・黄孝春さん（弘前大学人文
学部）
②涼しい夏を活かして東北産夏秋イ
チゴの生産拡大へ！…講師・山崎浩
道さん（農研機構東北農業研究セン
ター）
③「北限の桃」産地化に向けた取り
組み…講師 ･根本隆嘉さん（かづの
農業協同組合）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。

■問問園芸学会東北支部第 30回記念大
会実行委員会（弘前大学農学生命科
学部内、☎39・3808）

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）　８月
30 日の午前 10 時半～ 11 時／中
央公民館（☎33・6561）
【市立博物館（下白銀町）】
○親子鑑賞会（開催展覧会の鑑賞。
保護者も無料）　８月 30 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）　８月 30 日の午前 10 時
～正午／市立郷土文学館（☎ 37・
5505）
■問問各会場へ。

星空観察会 inプラネ＆天文台

【夏の夜空に黒い
穴 !? ブ ラ ッ ク
ホールを探せ !!】
▽とき　８月 30
日（土）、午後６
時～９時
※午後５時半から弘前文化センター

（下白銀町）３階プラネタリウム展
示ホールで受け付けし、プラネタリ
ウム観覧後、バスで星と森のロマン
トピア天文台（水木在家字桜井）に
移動。弘前文化センターに帰館後解
散。
▽内容　プラネタリウムで夏の星空
の特徴を覚えてから、街明かりの少
ない天文台「銀河」で大型望遠鏡や
双眼鏡を使って天体観察を試みま
す。また、不思議な天体「ブラック
ホール」について詳しく解説します。
▽観察天体　夏の大三角、こと座、
わし座、はくちょう座、さそり座、
いて座、火星、土星など
▽講師　中島昴己さん（みちのく天
文同好会）
▽対象　市民＝50人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。当日の
申し込みは不可。
▽参加料　500円（バス代として、
当日徴収）
▽その他　食事の時間を設けますの
で軽食の用意を／天文台では雨天時
のプログラムも用意しています／プ
ラネタリウムまたは天文台いずれか
のみの参加はできません／弘前文化
センター駐車場は最初の１時間を超
えると有料になります／夜は冷え込
みますので、防寒具の持参を
■問問８月 27日までに、電話、ファク
スまたはＥメール（住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■ＦＦ 33・4490、
■ＥＥ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

　弘前のいろいろなことについてのクイズ
だよ。答えはどこかのページに隠れている
から探してね！

【質問】
　弘前市は日本一たくさんりんごが
とれるまちで有名だけど、１年間に
弘前で収穫されるりんごの量ってど
れくらいあるのかな？
　右の 3つの中から選んでね。

①約 17万 4,000 トン

②約 35万 8,000 トン

③約 41万 2,000 トン
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