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 イベント
時キックオフ
▽対戦相手　ＦＣプリメーロ（福島
県）
【第７節】
▽とき　５月 24 日（日）、午後１
時キックオフ
▽対戦相手　パンディッツいわき
（福島県）
～共通事項～
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
球技場
■問ブランデュー弘前 FC事務局（☎
35･2012〈平日の午前９時～午後
６時〉）

りんごの一年物語（全３回）
第１回花摘み体験
　開花から秋の収穫までお付き合い
ください。
　第１回は、美しい花を観ながら「花
摘み」の農作業を体験します。
▽とき　５月 10 日（日）、集合＝
午前９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
■問５月８日までに、フルーツ合衆
国（岩木山観光協会内、福澤さん、
☎兼■Ｆ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。

リンゴとチューリップの
フェスティバル
　弘前大学藤崎農場では、地域の皆
さんとの結び付きを深めるため、「リ
ンゴとチューリップのフェスティバ
ル」を開催します。
　農場内では、学生実習で植え付け
た16種１万3,000球のチューリッ
プと 57 種１万 2,000 本のリンゴ
の花を楽しむことができます。
　当日は、藤崎農場産のリンゴ
ジュースやリンゴジャム、金木農場
産の米を数量限定で販売するほか、
共同研究先の市町・企業のブースを
設け、成果発表と製品の販売を行い
ますので、ぜひおいでください。
▽とき　５月９日・10 日の午前

10時～午後３時
▽ところ　弘前大学藤崎農場（藤崎
町藤崎）
▽入場料　無料
▽無料シャトルバス運行　弘前大学
事務局（文京町）～藤崎農場間を１
日２往復（予約不要）　
※満席の場合は乗車できないことが
あります。なお、途中下車はできま
せん。

■問 弘前大学藤崎農場（☎ 75・
3026）

こどもの森５月の行事

【月例登山】
◎森開き
▽とき　５月10日（日）
　　　　午前10時～
▽催し物　苗木無料配布、記念くじ、
オリエンテーリング
◎「初夏のお山　太陽の道ハイク」
▽とき　５月17日（日）
　　　　午前９時半～午後２時半
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、
替えの下着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
～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）
※雨天決行。
▽参加料　無料
※５月17日から蝶展も開催します。
■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）

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）　５月

２日・９日・16日・23日・30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などの探検。
対象は小学校１年生～３年生）　５
月 16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）５月２日・９日・
23 日・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）　５月２日・９日・16日・
23 日・30 日の午前 10 時～正午
／市立郷土文学館（☎37・5505）
■問各会場へ。
※事前の申し込みは不要。プラネタ
リウム、市立博物館、市立郷土文学
館は市内の小・中学生はいつでも無
料です。サタディプラン以外の日も
ご利用ください。

星空観察会 inプラネ

【あの星な～に ?? 春の星座と惑星探
し】
▽とき　５月23日（土）
　　　　午後６時～８時
※受け付けは午後５時半から
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階プラネタリウム
▽内容　プラネタリウムで春の星空
の特徴や５月 23日に見ごろを迎え
る土星などの惑星や太陽系について
講師が楽しく解説します。晴天時に
は屋外で星空観察を行います。
▽講師　鶴見弥生さん（みちのく天
文同好会）
▽対象　市民＝40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　無料
▽その他　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５月 20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、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

弘前大学金木・藤崎農場
「親子体験学習」
～触れ合おう・人と自然と農業に～
▽日程と内容　①５月 23日＝羊の
毛刈り・田植え／②６月 13日＝リ
ンゴの摘果・昆虫採集／③９月 26
日＝稲刈り・もちつき体験／④ 10
月 10日＝リンゴの収穫／⑤ 10月
31日＝精米と羊毛作品作り
※時間は、①～③、⑤＝午前９時半
～正午、午後１時半～３時半（昼食
の持参を）／④＝午前９時半～正午。
▽ところ　①・③・⑤＝弘前大学金
木農場（五所川原市金木町芦野）／
②・④＝弘前大学藤崎農場（藤崎町
藤崎）
▽対象　①～⑤すべて参加できる親
子＝25組（先着順）
※保護者１人につき小学生２人まで
（保護者が２人以上であれば小学生
と共に未就学児の参加も可能）。
▽参加料　大人＝ 1,000 円（全５
日分）／子ども＝無料
■問５月 15 日までに、弘前大学金
木農場（☎五所川原 0173・53・
2029〈平日の午前８時半～午後
５時〉、■Ｆ 0173・52・5137、■Ｅ
jm532029@hirosaki-u.ac.jp）へ。

　   暮らしの
nformation

●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

りんご公園企画展
「りんご草木染展」
　りんごのさまざまな部分を使った
草木染作品を展示します。りんごの
花や葉で仕上がる色合い、色使いを
ぜひお楽しみください。
▽とき　５月 24日までの午前９時
～午後５時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）りんごの家
■問りんご公園（☎36・7439）

ブランデュー弘前ＦＣ
「５月のホーム３連戦」
　試合はすべて入場無料です。会場
で熱い応援をお願いします。
【第５節】
▽とき　５月 10 日（日）、午後１
時キックオフ
▽対戦相手　いわき古河ＦＣ（福島
県）
【第６節】
▽とき　５月 17 日（日）、午後１

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
31Ｅ Ｅ       

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　太陽と８つの惑星
▽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　春を呼ぶ星座たち
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

５
月
の
投
影
日
程

５
月
の
催
し

弘大事務局発 藤崎農場着
9:15 9:45
13:00 13:30
藤崎農場発 弘大事務局着
11:00 11:30
15:00 15:30

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会（水星・金星・木星・み
ずがめ座エータ流星群）
▽とき　５月６日（水・祝）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／中学生～４歳＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽開館時間　午後１時～ 10 時
（最終入館は午後９時半）
※事前の申し込みは不要。なお、
夜は冷え込みますので、防寒具の
持参を。
■問星と森のロマントピア天文台
（☎84・2233、月曜日は休館〈月
曜日が祝日の場合は次の平日が休
館〉）

　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】
　市内にはさまざまな「職人さん」
がいて、弘前マイスターとして認定
されているけど、この弘前マイスター
は現在何人いるかわかるかな？　
　右の3つの中から選んでね。

①１人

②14人

③ 36人
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