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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

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）　６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）　６月６
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）６月６日・13 日・
20 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）　６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。

えほんのもり・ブックスタート
おはなしかい
◎えほんのもりのおはなしかい
▽とき　６月７日・17 日の午前
10時半～ 11時
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊び、
エプロンシアターなど
▽対象　０歳～３歳までの乳幼児と
その保護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽とき　６月 21日の午前 10時半
～ 11時
▽内容　ブックスタートでプレゼン
トする絵本の楽しみ方、手遊びなど
▽対象　０歳児とその保護者
～共通事項～
▽ところ　こども絵本の森（駅前町）
ヒロロ３階
※事前の申し込みは不要。ブックス
タートパックの引き換えは引換券到
着日から１歳の誕生日月まで。こど
も絵本の森、弘前図書館（下白銀町）、
岩木図書館（賀田１丁目）または相
馬ライブラリー（五所字野沢）で引
き換えることができます。
■問こども絵本の森（☎35・0155）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎有名グラフィックデザイナーによ
るポスターコレクション展
▽とき　６月 13日～ 28日の午前
９時～午後４時
▽内容　横尾忠則さん、粟津潔さん
などがデザインしたポスターの展示
▽観覧料　無料
◎岩木かちゃらず会こぎん刺し体験
▽とき　毎週日曜日の午前 10時～
午後３時（随時受け付け）
▽内容　コースター・しおり作りなど

▽参加料　１枚250円（材料費）
※作品販売もあります。
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽休館日　毎週火曜日
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

ブランデュー弘前ＦＣ
「６月のホーム戦」
　入場無料。みんなで応援をしよう。
【第 10 節】
▽とき　６月 14 日（日）、午後１
時キックオフ
▽対戦チーム　ＦＣガンジュ岩手
▽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〉）

移住者限定
ひろさき初心者交流会
　県外から弘前市へ移住してきた人
たちによる交流会を開催します。移
住した時期は問いません。移住して
きてまだ弘前に慣れない人は、ひろ
さき上級者から、未知の弘前の魅力
を聞いてみませんか？
▽とき　６月 19 日（金）、午後６
時半～８時半（受け付けは午後６時
から）
▽ところ　かだれ横丁（百石町）多
目的ホール
▽内容（予定）　自己紹介、ひろさ
き移住あるある、「ここが好きだよ
弘前」などを話題に交流します。
▽定員　100人
▽参加料　3,000円（当日徴収）
▽申し込み方法　電話またはＥメー
ル（氏名〈ふりがな〉・電話番号・
出身地を記入）で、申し込みを。
※事前の申し込みが必要。定員にな
り次第締め切り。
■問ひろさき移住サポートセンター
（市ひろさき未来戦略研究センター
内、工藤〈移住コンシェルジュ〉、
☎ 携 帯 080・9257・5151、 ■Ｅ
hif@city.hirosaki.lg.jp）

第１回岩木川市民ゴルフ場
コンペ
　ゴルフを通して親ぼくを深め、健
康維持、体力増進が図られます。
▽とき　６月21日（日）
　　　　午前８時半～
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
▽対象　市民＝36人（９組）
▽競技方法　18ホールズストロー
クプレイ、ダブルぺリア方式
▽参加料　3,500円（昼食付）
■問岩木川市民ゴルフ場（☎兼■Ｆ
36・7855）

親子で自然観察会 in弥生いこ
いの広場隣接地（リゾート跡地）
▽とき　６月21日（日）
　　　　午前10時～正午
▽集合　弥生いこいの広場（百沢字
東岩木山）ハイランドハウス前
▽内容　生き物や植物の観察
▽対象　小学校３年生～６年生の子
とその保護者（保護者の同伴が必要）
▽定員　20組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、雨具（雨天時）、
汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）、
長靴、帽子、タオル、手袋
■問電話、ファクスまたはＥメール
（住所・氏名・年齢〈学年〉・電話
番号を記入）で、公園緑地課（☎ 
33・8739、 ■Ｆ 33・8799、 ■Ｅ
kouen@city.hirosaki.lg.jp）へ。

こどもの森６月の行事

◎月例登山「ハルゼミ探訪　イヌワ
シの道登山」
▽とき　６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、タオル、
替えの下着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
◎蝶展　６月７日まで
◎カエル展　６月14日～ 28日
～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）
■問前日までに、こどもの森ビジター
センター（☎ 88・3923）／市み
どりの協会（☎33・8733）へ。

シンフォニー「成年後見
制度を考える会」施設見学会
【家庭裁判所を見に行こう！】
　家庭裁判所で成年後見制度や利用
の手続きを学んでみませんか。
▽とき　６月24日（水）
　　　　午後１時半～３時半
▽集合　午後１時半までに、市民参
画センター（元寺町）１階に集合。
※遅れた人は参加できませんので注
意を。
▽内容　成年後見制度の説明とＤＶ
Ｄ視聴／法廷見学（法廷が空いてい
る場合）
▽定員　40人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みも可。
■問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（鎌田さん、☎兼■Ｆ 38・
1829、北川さん、☎兼■Ｆ 33・
0393）

第８回青森県民スポーツ・
レクリエーション祭
▽とき　７月４日・５日
※一部６月28日開催。
▽ところ　県内各体育施設など
▽種目　全34種目
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。
■問青森県スポーツ・レクリエー
シ ョ ン 連 盟（ ☎ 青 森 017・
734・9909、 ■Ｈ http://www.
pref .aomori . lg . jp/bunka/
sports/8th-kenmin-sporec-
fes.html）

こども塾・母塾 in青龍寺

　親元を離れて１泊２日のお寺修行
体験を行います。
【わんぱく小僧修行体験】
▽とき　７月25日・26日
▽ところ　青龍寺（青森市大字桑原
字山崎）、マエダアリーナ（青森市
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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）

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

大字宮田字高瀬）
※弘前市内からの送迎バスを予定。
▽内容　座禅、ぞうきんがけ、肝試
し、和尚さんの法話など
▽対象者　県内のひとり親家庭の母
と子＝30組程度
▽参加費　母＝ 2,000 円、子ども
＝1,000円（２人目からは500円。
３歳未満は無料）
■問６月 15日までに、青森県母子寡
婦福祉連合会（☎青森017・735・
4152）へ。
※参加申込書は子育て支援課（市役
所１階、窓口106、☎ 40・7039）
でも配布しています。

６
月
の
催
し

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］
★観察会（宵の明星と木星・小さ
な月のような金星）
▽とき　６月６日（土）
　　　　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
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　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〉）


