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 イベント
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）10月
４日・11日・18日・25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の探検。対象
は小学校１年生～３年生）　10 月
11 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）　10月４日・11日・

18 日・25 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）　10月４日・11日・18日・
25 日の午前 10時～正午／市立郷
土文学館（☎37・5505）
■問問各会場へ。

弘前城植物園の散策ガイド

　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　10 月３日・13 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（入園料が必要）
■問問市みどりの協会（☎33・8733）

ブランデュー弘前ＦＣ
東北リーグ2部北ホーム戦
▽とき　10月５日（日）
　　　　午後１時から
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）多目的グランド
▽対戦チーム　新日鐵住金釜石
■問問ブランデュー弘前ＦＣ事務局（☎
35・2012）

弥生いこいの広場
「動物広場イベント」
◎ The角切り
▽とき　10月 10日（金）
　　　　午後１時半から
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽内容　ホンシュウジカの角切り見
学
※見学は無料（別途入場料が必要）
■問問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

ヒロロスクエアコミュニケー
ションゾーンの催し
【みんなのヒロロどうぶつえん】
▽とき　10 月 11 日（土）、午前
10時～午後３時（正午～午後１時
は休み）

▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　ウサギ・モルモットとのふ
れあい／どうぶつゲームコーナー・
どうぶつぬり絵と折り紙コーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問ヒロロスクエアコミュニケーショ
ンゾーン運営協議会事務局（ヒロロ
スクエア活性化室内（☎ 35・
0186〈平日の午前８時半～午後５
時〉）
【親子で一緒にハロウィン体験１・
２・３！】
▽とき　10月 19日（日）
　　　　午前10時半～ 11時半
▽ところ　ヒロロ３階イベントスペ
ース
▽内容　外国人と一緒にハロウィン
の体験をします
▽対象　０歳～就学前の子どもとそ
の保護者＝30組（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問問セミナー・ハンサムウーマン（田
中 さ ん、 ☎ 携 帯 090・2606・
7018）

樹木医と巡る古木・名木ツアー

▽とき　10月 12日（日）、午前９
時～午後１時（雨天決行）
▽集合場所　緑の相談所（下白銀町、
弘前公園内）
▽ツアーエリア　本丸、二の丸、三
の丸
▽ツアーガイド　堀内弦さん、岩瀬
直樹さん（ともに樹木医）
▽対象　中学生以上＝ 20人（先着
順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　500 円（別途入園料が
必要）
▽持ち物　雨具、タオル、動きやす
い服装
■問問市みどりの協会（☎33・8733）

第３回ひろさきお寺の日

　当市の歴史を語る石川城跡にあ
る、大仏院に伝わる貴重な津軽独自
のやさしい表情の仏像４体を特別公

開します。
▽とき　10月 12日（日）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　大仏院（石川字大仏）
※大仏公園に駐車スペースあり。
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。公開時間
中はいつでも拝観できますが、寺院
内での撮影や飲食はご遠慮くださ
い。
■問問弘前大学人文学部美術史研究室
（須藤さん、☎39・3220）

学校保健研究大会・児童
生徒学校保健研究発表会
▽とき　10 月 18 日（土）、午前
10時～午後３時40分
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）２階大ホール
▽内容　講演「児童生徒のアレルギ
ー疾患について」（午後２時～３時
半）…講師・柿﨑良樹さん（かきざ
き小児科アレルギー科クリニック院
長）ほか
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前市学校保健会事務局（高杉小
学校内、☎95・2014）

2014年弘前大学
白神研究会秋の観察会
【紅葉の然ヶ岳】
▽とき　10月 18日（土）、午前８
時半～午後３時（雨天決行） 
▽コース　然ヶ岳（鰺ヶ沢町）
※少し急な登りがあります。
▽集合　ハロー白神駐車場 （鰺ヶ沢
町大字一ッ森）
※車のない人は申し出の上、当日弘
前大学正門前に午前７時に集合して
ください。
▽対象　小学４年生以上＝ 20 人
（先着順、小・中学生は保護者同伴）
▽参加料　1,000 円（テキスト・
傷害保険代）
▽持ち物　昼食、飲み物、手袋、帽
子、雨具（できれば上下別のもの）、
トレッキングシューズ（ハイキング
シューズまたは長靴も可）、虫除け、
かゆみ止め

▽申し込み方法　10 月 15 日まで
に、弘前大学白神自然観察園（山岸
さん、☎兼■ＦＦ 39・3706）へ。
■問問白神マタギ舎（牧田さん、☎兼■ＦＦ 
88・1881）

こどもの森10月の行事

◎月例登山「紅葉とキノコ　カモシ
カ～ライオン岩」
▽とき　10月 19日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　昼食、飲み物、替えの下
着・靴下、雨具
◎自然教室「久渡寺山登山」
▽とき　10 月 19 日（日）、午前
10時～午後２時半（雨天決行）
▽対象　小学生
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、替えの下
着・靴下、雨具
◎木の実・草の実展　
▽とき　11月３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）

男性介護者のつどい

▽とき　10月 26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）

第53回弘前市子どもの祭典

　市内の中学生と高校生が、子ども
の目線から子どもたちに楽しんでも

　   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

緑の相談所 10月の
催し

【展示会】
●木の実草の実展　８日～13日
●オモト会青森県展示会　18日～
20日（初日は正午から、最終日は
午後３時まで）
●盆友会盆栽展　23日～ 28日
●津軽さつき愛好会秋季展示会　
29日～ 11 月３日（最終日は午後
３時半まで）
【講習会など】
●秋植え球根の植付けと管理　４
日、午後１時半～３時半
●シャコバサボテンの管理　11日、
午後１時半～３時半
●訪問相談　４日・25日
※市内を対象とした庭木の出張相談
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、ホトトギス、キク、
フランクリンノキ、フジバカマなど
■問問緑の相談所（☎33・8737）

らえるようなプログラムを企画して
いる年に一度の子どものためのお祭
りです。皆さん奮って参加を。
▽とき　11月３日（月・祝）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽テーマ　「みんなで広げよう笑顔
の輪」
▽内容　午前＝開会式、子どもの作
品展示会表彰式、舞台発表（見て、
聞いて、ドキドキわくわくのショー
タイム！）／午後＝体験コーナー（ア
ートバルーン、ヨーヨー、チョコバ
ナナの屋台コーナーなど）、子ども
の作品展示会、大抽選会、閉会式
▽入場料　無料
▽その他　当日は混雑が予想されま
すので、自家用車での来場はご遠慮
ください。
■問問弘前市子どもの祭典実行委員会事
務局（弘前文化センター内、中央公
民 館、 ☎ 33・6561、 ■ＦＦ 33・
4490、 ■ＥＥ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

 

◎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　「たべもの」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　10月 25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）

弘前図書館 10月の
催し


