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廃品おもしろ工夫展inプラザ棟
作品展示と一般投票
　小学生が廃品をもとに作ったさま
ざまな作品を展示し、一般投票を行
います。一般投票の結果、学年ごと
に投票数の多かった作品にはプラザ
賞を授与します。子どもたちの創意
工夫にあふれた作品を、ぜひ見に来
てください。
▽作品テーマ　紙類を使った作品
▽展示期間　９月 20 日～ 11 月
30日（10月５日を除く）
▽投票期間　９月 20 日～ 11 月
16日（10月５日を除く）
▽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
■問問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388 、受付時間は午
前９時～午後４時）
※月曜日は休館日、月曜日が祝日の
場合は翌日が休館日。

藤田記念庭園秋のイベント

◎秋の名月会
　洋館などをライトアップした幻想
的な空間で、秋の夜長を満喫しませ
んか。
▽とき　９月 20 日・21 日の午後
５時～８時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
高台部
▽内容　
20日…洋館音楽コンサート（午後
7時から）
21日…笛博コンサート（ねぷた囃
子、獅子踊りなど）（午後６時から）
両日…中国茶会（午後５時～８時）

▽入園料　無料（中国茶会はお茶代
として別途1,000円が必要）
■問問藤田記念庭園（☎37・5525）

弘前市総合福祉作品展

　障がいのある人や高齢者が制作し
た手芸、書道、絵画などの作品を一
堂に展示するほか、福祉施設で作っ
た野菜や加工品などの即売をしま
す。
▽とき　９月 27 日・28 日の午前
10時～午後４時
▽ところ　弘前市身体障害者体育館
（八幡町１丁目）
▽入場料　無料
■問問 市社会福祉協議会（☎ 33・
1161）

多胎児の家族の交流会
『ふたごちゃん・みつごちゃん
と家族のつどい』

▽とき　９月28日（日）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　みどり保育園（吉野町）
▽内容　ツインズサークルぴょん
ぴょんずとの交流、双子・三つ子育
児の体験談、積み木遊び、おもちゃ
作り、情報交換など
▽対象　多胎児を妊娠している人、
未就学の多胎児を育てている家族
※当日参加も可能ですが、なるべく
事前に申し込みを。
■問問みどり保育園子育て支援センター
（☎32・0510）

二十歳の祭典

▽とき　平成27年１月 11日（日）
　　　　午前11時から

▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽内容　式典、実行委員会による成
人祭
▽対象　平成６年４月２日～平成７
年４月１日に生まれた人（市内に住
所のある対象者には、開催１カ月前
までに、案内はがきを郵送します）
※市ホームページに昨年の様子を掲
載していますのでご覧ください。
■問問生涯学習課（岩木庁舎内、☎
82・1641）

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　①９月６日／②９月 20日
／③ 10 月４日／④ 10 月 25 日／
⑤ 11月１日／⑥11月 15日
※時間は共に午前９時半～11時半
▽ところ　①～③＝弘前医療福祉大
学（小比内３丁目）／④～⑥＝弘前
医療福祉大学短期大学部（小比内３
丁目）
▽内容　①「家庭でできる予防リハ
ビリテーション～メタボとロコモを
考えます～」…講師・岩間孝暢さん
（准教授・作業療法学専攻）／②「分
かってください　発達障がい」…講
師・斉藤吉人さん、小玉有子さん（教
授・言語聴覚学専攻）／③「災害へ
の備え～東日本大震災から学んだこ
と～」…講師・板垣喜代子さん（准
教授・看護学科）／④「あなたにも
救える命がある～ＡＥＤを含む心肺
蘇生法と応急手当～」…講師・立岡
伸章さん（教授・救急救命学科）／
⑤「福祉用具で楽々住宅介護」…講
師・工藤雄行さん（介護福祉専攻）
／⑥「無形文化遺産和食の世界」…

講師・三上統生さん（助教授・食育
福祉専攻）
▽受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問問電話またはファクスで、弘前医
療福祉大学公開講座委員（☎ 27・
1001、■ＦＦ 27・1023）へ。

大人の水泳教室

【初級、中級、上級クラス】
▽とき　９月 11日（木）の午後 1
時 15 分～２時 15 分、９月 13 日
（土）の午後１時～２時
【アクアウオーク】
▽とき　９月 13日（土）の午後２
時～２時半
～共通事項～
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽参加費　無料
▽持ち物　水着、帽子、バスタオル、
ゴーグル
▽その他　申し込みは１人１回に限
ります。
■問問受講希望日前日までに、ウイング
弘前（☎38・8131）へ。

青森県臨床内科医会
第５回市民公開講座
「みんなで学ぼう！糖尿病」
　青森県臨床内科医会が、糖尿病患
者やその家族、市民を対象に、糖尿
病についての対策から治療まで、分
かりやすく解説する市民講座を開催
します。
▽とき　９月 13日（土）の午後２
時～４時（受付は午後１時半から）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）４階市
民文化交流館ホール
▽定員　130人
▽参加料　無料
■問問青森県臨床内科医会事務局（ノボ
ノルディスクファーマ内、滝沢さん、
☎青森017・773・0031）

弘前カウンセリング研究会
「相談員のための学習会」
▽とき　９月 13日（土）の午後１
時半～４時半（受付は午後１時から）
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室１
▽内容　講演「永山則夫　犯罪・家

庭・カウンセリングの視点から」、「カ
ウンセリング」
▽講師　小宅大典さん（弘前学院大
学非常勤講師）、土岐智さん
▽対象　市民＝20人
▽参加料　500 円（茶菓子代を含
む）
■問問９月 11 日までに、土田さんか
桜庭さん（☎ 87・4072、☎ 33・
2435）へ。

裂き織りでブローチを作ろう

　古くなった布や着なくなった服を
再利用して、初心者でも簡単にでき
る裂き織り体験をしてみませんか。
▽とき　９月20日（土）　
　　　　午前９時半～正午
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽定員　中学生以上＝10人
▽講師　石田美津子さん
▽参加料　無料
▽持ち物　フォーク（大きめのも
の）、ハンカチや手ぬぐいなどの不
要になった布
■問問９月６日の午前９時から、弘前地
区環境整備センタープラザ棟（☎
36・3388、受付時間は午後４時
まで）へ。
※月曜日は休館日。月曜日が祝日の
場合は翌日が休館日。

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　９月13日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）４階第２・第３研修室
▽内容　
①「自閉症スペクトラムのかたのコ
ミュニケーションツールについて～
絵語 !?PECS（絵カード交換式コ
ミュニケーションシステム）の紹介
～」…講師・太田真さん（光の岬福
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祉研究会代表理事）
②「やってみよう！あきらめない
で！ここからはじまる世界がある！
～知的障がい児のための学習法の紹
介～」…講師・櫛引幹子さん（弘前
ラーニングボックス研究会会長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１～第３土曜日の午前
11時～ 11時半
▽内容　「どうぶつ」をテーマと
した、絵本の読み聞かせ、紙芝居、
昔話、エプロンシアター、なぞな
ぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
◎だっこでおはなし会
▽とき　９月27日（土）
　　　　午前10時半～ 11時
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊
び、ブックトークなど
▽対象　０歳～３歳の子と保護者
＝15組程度（先着順）
～共通事項～
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前図書館（☎32・3794）

９月の
催し弘前図書館

 
緑の相談所

【展示会】
●シダ展　10日～ 15日
●きのこ展　20日・21日
【講習会など】
●きのこの話　20日、午後１時
半～３時半
●訪問相談　13日・27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】
シュウメイギク、シュウカイドウ、
ハギ、ホトトギスなど
■問問緑の相談所（☎33・8737）

９月の
催し

イベント 時間／場所 内容など

動物ふれあい活動 午前10時～正午／動物広場内ふれあいの館 犬・猫とのふれあいほか／講師…青森
県動物愛護センター職員

動物エサやり体験 午後１時半～／動物広場（入り口でエサを
配布）

対象…子ども＝ 70人（先着順。無料で
配布。ただし、動物広場入場料は必要）

ダッチオーブン体験 午前 10時～午後２時／オートキャンプ場

ミートローフとパスタ（変更になる場
合もあります）／対象…４・５人のグ
ループ、親子＝ 10組程度（予約受付先
着順）／参加料…１組＝ 3,500 円

最新モデルテント・
タープ展示 午前９時半～午後４時／オートキャンプ場 有名メーカーの最新モデルを展示

露店コーナー 午前９時半～午後６時／駐車場 軽食、飲み物、射的、輪投げ、ヨーヨー
釣りなど

　弥生いこいの広場（百沢字東岩木
山）全体を使ったイベントを開催し
ます。岩木山のふもとで秋の行楽シ
ーズンを楽しもう！
▽とき　９月７日（日）
▽内容　右表のとおり
■問問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

弥生いこいの広場
「Autumnフェス2014」


