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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　夏の夜空の楽しみ方
▽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　天の川であそぼう
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

７
月
の
投
影
日
程

７
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　７月７日（火）…七夕
の星はどこかな？（織姫星、ひこ
星、夏の大三角、木星、土星）／
19日（日）…金星を拡大、小さ
な三日月かも？（月面、木星、土
星、天の川）
※時間はいずれも午後７時～９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。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〉）
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■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）　７月
４日・11 日・18 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）　７月４
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）　７月11日・18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）　７月４日・11日・18日
の午前 10時～正午／市立郷土文学
館（☎37・5505）
■問各会場へ。

郷土文学館スポット企画展
「寺山修司–青春の俳句–展」
　寺山修司が高校時代に没頭した俳
句について、俳句誌「暖鳥」を中心
に展示します。
▽とき　７月１日～８月 31日の午
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。

弘前城植物園の催し

◎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　７月10日・20日
　　　　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）
◎初心者寄せ植え体験
▽とき　７月25日（土）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前城植物園
▽内容　季節の花の寄せ植え体験
▽対象　ガーデニングの初心者＝
15組（先着順）
※親子で１鉢作ることもできます。
▽参加料　1,000 円（１鉢分の材
料費・入園料含む）
▽持ち物　エプロン
※事前の申し込みが必要。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

ひろさき産学官連携フォー
ラム 設立 10 周年記念式典
基調講演会

▽とき　７月９日（木）
　　　　午後３時～５時
▽ところ　ホテルナクアシティ弘前
（大町１丁目）３階プレミアホール
▽演題　未公開映像も公開！ドキド
キわくわく「はやぶさ」そして「は
やぶさ２」　日本の「モノづくり」
と知られざる「弘前の科学技術力」
▽講師　山根一眞さん（獨協大学特
任教授、作家、ジャーナリスト）
▽参加料　無料
▽定員　300人
※事前の申し込みは不要。
■問ひろさき産学官連携フォーラム
事務局（産業育成課内）（☎ 32・
8106）

弘前大学白神研究会夏の観察会

【田代岳と二ツ森「山歩き満喫の２
日間」】
▽とき　７月 11日の午前８時から
12日の午後５時まで
▽集合　午前８時までに、弘前大学
（文京町）正門へ。
※車のない人は事前に申し出を。
▽コース　田代岳荒沢コース（秋田
県大館市）～二ツ森（秋田県山本郡
藤里町）
※ポンポコ山公園（八峰町）バンガ
ローに宿泊します。
▽対象　小学校４年生以上＝ 15人
（先着順、小・中学生は保護者同伴）
▽参加料　１人 2,000 円（テキス
ト代・保険料として）
■問７月９日までに、弘前大学白神
研究会事務局（本多さん、☎兼■Ｆ
39・3812）へ。
※住所・氏名・電話番号・移動手段
をお知らせください。なお、持ち物
などの詳細は問い合わせを。

第４回太宰治まなびの家　
寄席開催
　太宰治が多感な学生時代に下宿し
た太宰治まなびの家（旧藤田家住宅）

で「寄席」を開催しますので、ぜひ
おいでください。
▽とき　７月11日（土）
　　　　午後２時～
▽ところ　太宰治まなびの家（御幸
町）
▽出演者　柳家小きんさん（落語協
会　真打）
▽観覧料　1,000円
※観覧の事前申込は必要ありませ
ん。駐車場は数に限りがありますの
で公共交通機関などでご来場くださ
い。
■問 太宰治まなびの家（☎ 39・
1134）

ホタル観察会

▽とき　
〇弥生いこいの広場…７月 11 日、
午後８時～９時
〇高長根レクリエーションの森…７
月18日、午後８時～９時
※同日午後６時から工作教室も開催
します。
〇こどもの森…７月 25日、午後 7
時半～８時半
※ホタル観察会はいずれも雨天中
止。
▽参加料　無料
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）／高長根レクリエーション
の森（☎ 97・2627）／こどもの
森（☎88・3923）

弥生いこいの広場の催し

◎工作教室
▽とき　７月18日（土）
　　　　午前10時～
▽内容　動物の折り紙
▽参加料　無料
※材料が無くなり次第終了。事前の
申し込みは不要。
◎動物観察と自然体験キャンプ会
　動物観察や工作、虫捕りなどをし
て、１泊２日のキャンプを楽しもう。
▽日程　７月 21日（火）…午後０
時半＝追手門広場集合、午後１時＝
出発、弥生いこいの広場へ１泊／
22日（水）…正午＝追手門広場解
散

▽対象　小学校３年生～６年生＝
30人
▽参加料　1,500円（当日徴収）
※事前の申し込みが必要。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

こどもの森７月の催し

◎月例登山「夏山登山ライオン岩
ルート」
▽とき　７月 19 日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、昼食、タオル、
替えの下着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
◎カブトムシ・クワガタ展
▽とき　７月26日～ 8月 16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）
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

☆星まつり in そうま 2015
ロマントピア“舞”コンテスト
▽とき　７月19日（日）、午前11
時～午後５時（雨天決行。大雨・強
風の場合は中止）
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）
▽内容　個性あるよさこいチームに
よる「ロマントピア“舞”コンテス
ト」（花嵐桜組特別出演）、ストリー
トダンス、りんご娘+りんご飴マ
ン、出店など
▽入場料　無料（観客の皆さんが審
査員となります）。
■問岩木山商工会（☎82・3325）

第 23 回くらしの美行事
「青森県の民芸展」
▽とき　７月 17日～ 20日、午前
９時～午後５時（最終日は午後４時
まで）
▽ところ　百石町展示館
▽入館料　無料
※開催期間中、ギャラリートーク・
ギャラリーライブも開催されます。
詳しくは問い合わせを。
■問青森県民芸協会事務局（青森
017・743・7009）


