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 イベント
市立郷土文学館スポット企画展
「久藤達郎展」
　生誕 100 年を迎える劇作家久藤
達郎の作品を展示・紹介します。
▽開催期間　９月１日～ 11月 30
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。

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　９月７日・23 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）

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）９月６
日・13 日・20 日・27 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・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）９月 20
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（開催展覧会の鑑賞。
保護者も無料）９月６日・13 日・
27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）９月６日・13日・20日・
27 日の午前 10時～正午／市立郷
土文学館（☎37・5505）
■問問各会場へ。

こどもの森９月の行事

◎月例登山「キノコ探訪　太陽の道
一周」　
▽とき　９月 21 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。
◎バッタ展　
▽とき　９月７日～23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）
■問問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

「りんごの１年物語」最終章

　りんごの花摘みから収穫まで一連
の農作業を体験する企画です。今回
は最終章の「りんごもぎ」です。参
加者にはりんごをプレゼントしま
す。
▽とき　９月７日（日）、午前９時
～11時（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山ろ
く（鼻和）
▽参加料　無料
▽持ち物　雨具、軍手、作業しやす
い服装
■問問９月６日までに、フルーツ合衆国
（岩木山観光協会内、福澤さん、☎

兼 ■ＦＦ 82・2645、 ☎ 携 帯 090・
8925・3266）へ。

ブランデュー弘前ＦＣ
東北リーグ２部北ホーム戦
▽とき　９月７日（日）
　　　　午後２時から
▽ところ　岩木山総合
公園（百沢字裾野）多
目的グラウンド
▽対戦チーム　おいら
せ町サッカー協会
▽その他　会場では来場者プレゼン
トや楽しいイベントを開催します。
■問問ブランデュー弘前ＦＣ事務局（☎
35・2012）

天文台観察会
☆見あげてごらん天体ショー☆
▽とき　９月８日（月）、午後６時
半～９時半
▽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　「中秋の名月を楽しもう」
▽参加料　市民＝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／当日は、上記の時間特別に開館
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×フランス」
プロジェクト９月イベント
【Fête Française à Hirosaki
（フランス祭）】
　「まちをキャンパスに！」をスロ
ーガンに、地域のみなさんとつなが
る弘大生プロデュース企画シリー
ズ。一年で最も大きなイベントです
ので、ぜひおいでください。
▽とき　９月27日（土）、午前11
時～午後３時／ 28 日（日）、午前
10時～午後３時
▽ところ　27日＝蓬莱広場（土手
町）／ 28日＝蓬莱広場および土手
町商店街
▽内容　27日はフランス風マルシ
ェ。ワークショップ、試食・試飲な

どを通じて、弘前とフランスのかか
わり、フランスの日常的な文化を紹
介。28日は、カルチュアロード版「シ
スト（Ciste：フランス発祥の宝探
し。宝そのものより、探す課程を楽
しむゲーム）」を開催。世代を問わ
ず楽しめます。
▽対象　市民
▽参加料　無料
※受付でアンケート用紙を配布しま
すので、ご協力をお願いします。
■問問弘前大学フランス語ホームペー
ジ・プロジェクト（■ＥＥ frenchpj@
cc.hirosaki-u.ac.jp）／「弘前×
フランス」・フェット実行委員会（渡
辺さん、☎090・5837・8034）

弥生いこいの広場の催し

◎工作教室
▽とき　９月13日（土）
　　　　午前10時から
▽内容　割りばし鉄砲作り
▽参加料　無料
※材料がなくなり次第終了。事前の
申し込みは不要。
▽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）

フォークダンスの夕べ

　初心者向けの楽しくて簡単なプロ
グラムです。皆さんの参加をお待ち
しています。
▽とき　９月20日（土）
　　　　午後６時半～９時
※当日会場で受け付け。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽対象　市民
▽参加料　無料
▽持ち物　動きやすい服装、運動靴
■問問弘前市フォークダンス協会事務局
（佐々木さん、☎33・6537）

認知症の人と家族のつどい

▽とき　９月21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）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問午後６時すぎに、認知症の人と家
族の会青森県支部弘前地域世話人
（中畑さん、☎44・4959）へ。

登山の集い

▽とき　９月 21
日（日）
▽ところ　皮投岳
※午前５時 50 分
に運動公園（豊田
２丁目）第１駐車
場へ集合。登山道
の状況や天候によって変更になるこ
とがあります。
▽対象　小学生以上の市民＝ 20人
（小学生は保護者同伴）
▽参加料　5,000 円（保険料、交
通費などを含む）
▽申し込み方法　９月 17 日まで
に、はがきに住所・氏名・生年月日・
性別・電話番号を記入し、工藤政廣
さん（〒036・8094、外崎５丁目
９の10）へ。
※Ｅメール、またはホームページか
らも申し込みできます。
■問問弘前勤労者山岳会（工藤さん、☎
0 9 0・ 7 9 3 7・ 6 1 4 6、 ■ＥＥ
kndrm915@yahoo.co.jp、 ■ＨＨ
http://www.hirosakirousan.
net/）

　   暮らしの
nformation

●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
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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

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　月を知る！
▽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　秋の夜空を見上げて…
▽観覧料　無料
■問問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

　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】
　９月９日は救急の日だけど、弘前
市内の消防署に救急車は全部で何台
あるのかな？
　右の３つの中から選んでね。

①  ６台

② 11台

③ 13台
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