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緑の相談所 ８月の

催し
【展示会】
●観葉植物展　６日～ 23 日

【講習会など】
●秋まき野菜の栽培　８日、午後
１時半～３時半
●アメリカシロヒトリの防除法　
22 日、午後１時半～３時半
●訪問相談　８日・29 日
※庭木の出張診断です（無料）。
電話で申し込みを。

【弘前城植物園…今月見られる花】
スモークツリー、ハス、ノウゼン
カズラ、ハギなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

弥生いこいの広場の催し

◎ミッション!昆虫お兄さんを探せ!
　“昆虫お兄さん”を探し出して、
カブトムシとの交換カードをもら
い、カブトムシを手に入れよう！
▽とき　８月８日（土）、午前 10
時～正午（雨天中止）
▽参加料　無料（動物広場入園料が
必要となる場合あり）
※事前の申し込みは不要。カブトム
シがなくなり次第終了。
◎弥生で Night（ナイト）!　
　普段とは違う、動物の夜の生態観
察をしてみませんか。展示動物のほ
か、昆虫、周辺に生息する野生鳥獣
のガイドもあります。
▽とき　８月 15 日・16 日の午後
５時半～８時（雨天中止）
※入場は午後７時半まで。
▽入場料　高校生＝ 270 円／一般
＝ 430 円
※市内の中学生以下は無料。
◎弥生いこいの広場キャンプ大会
▽とき　８月 22 日（土）、午後５
時～（雨天決行。受け付けは午前
11 時～）
▽内容　工作教室、ビンゴ大会、夜
の動物観察、野菜収穫体験など

▽定員　30 組
▽参加料　１組 4,000 円
※持ち物については問い合わせを。
レンタル用品も用意しています（有
料）。
▽申し込み　８月 16 日までに、電
話で申し込みを。
～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）

弘前城植物園の散策ガイド

　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　８月８日・23 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（入園料は必要）
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

瑞楽園の催し

【庭木の剪定と樹勢回復作業の公開】
▽とき　８月８日（土）
　　　　午前 10 時～ 11 時
▽講師　三浦利吏さん（三浦造園代
表取締役、ものづくりマイスター）
▽定員　10 人程度（先着順）
▽参加料　無料

【瑞楽園で聴く「つがるのむかしっ
こ」】
　瑞楽園の庭園を眺めながら、語り
部による津軽の昔話に耳を傾けませ
んか。
▽とき　８月 15 日（土）
　　　　午前 11 時～正午
▽出演　和の昔っこ
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
■問三浦造園（☎ 95・2246）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎灯りとビーチコーミング
▽とき　８月 10 日までの午前９時

～午後４時（最終日は午後３時まで）
▽内容　ひょうたんや流木・貝殻な
どのクラフト
◎青い森の瑠璃
▽とき　８月 21 日～ 30 日の午前
９時～午後４時
▽内容　ガラス食器やアクセサリー
などの展示・販売
◎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
▽体験料　１枚 250 円（材料費と
して）
※作品の展示・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）

写真パネルで見る
「原爆と人間展」
▽とき　８月 13 日～ 17 日、午前
９時～午後５時（初日は午前 11 時
から、最終日は午後２時まで）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽その他　希望者には写真パネルの
貸し出しも行いますので、問い合わ
せを（パネル展開催期間中は除く）。
■問法務契約課（☎ 35・1137）

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　８月２日・12 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　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　８月 16 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のアドバイ
ス、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。０歳児へ
プレゼントする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）

藤田記念庭園夜間開園

　ライトアップした幻想的な空間
で、庭園を散歩して見ませんか。
▽ と き　8 月 14 日 ～ 16 日、22
日の午後 5 時～ 9 時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
高台部、低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子供＝
100 円　
※開園中のイベントなどについて
は、市ホームページをご覧ください。
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

こどもの森８月の行事

◎月例登山「盛夏の山　太陽の道」
▽とき　８月 16 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、替えの下
着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
◎カブト・クワガタ展　
▽とき　８月 16 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）
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

岩木川市民ゴルフ場コンペ

▽とき　８月 16 日（日）、午前８
時半集合
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）

▽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
▽対象　市民＝ 36 人（９組）
▽参加料　3,500 円（昼食付き）
■問 岩木川市民ゴルフ場（☎兼■Ｆ
36・7855）

中学校通級指導教室
親の会講演会
  中学校通級指導教室親の会（ブ
ロッサム）設立を記念し、講演会を
開催します。軽度発達障がい、学習
障がい、その他子供の成長に悩みを
もつ家族の人たちの参加をお待ちし
ています。
▽とき  ８月 22 日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）視聴覚室
▽内容　講演「就職までのアプロー
チ」…講師・飯野茂八さん（弘前聾
学校教諭）
▽定員　40 人（先着順）
▽参加料  無料
■問 東中学校通級指導教室（佐藤さ
ん〈総合学習センター内、 ☎ 26・
4804、■Ｆ 26・2250〉）へ。
※申し込みの際は、代表者氏名、電
話番号、人数をお知らせください。

体験学習
「第４回白神山地野遊楽校」
▽とき　８月 29 日（土）
　　　　午後１時～（３時間程度）
▽集合　午後 0 時 40 分までに津軽
ダム工事事務所（西目屋村田代、西
目屋村役場向かい）へ。
▽内容　ダムの見学、水辺の生き物
観察など
※内容を変更する場合があります。
▽対象　小学校２年生以上の児童と
その保護者（原則保護者同伴）＝
50 人程度（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　８月 17 日まで
に、電話、ファクスまたはＥメー
ルで、ECO リパブリック白神（☎
88･8808、 ■Ｆ 88・8809、 ■Ｅ
jimukyoku@shirakamifund.jp）
へ。

※ 申 込 書 は ホ ー ム ペ ー ジ（ ■Ｈ
http://www.shirakamifund.
jp/）からダウンロードできます。
■問 ECO リパブリック白神（百石町、
平日の午前９時～午後６時、８月
13 日を除く）

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　
■…スターウィーク特別投影を午
前10時半～、午後１時半～、午
後３時～の３回投影　
■…休館日

★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
【スターウィーク特別投影／ 30
分間】
▽テーマ　夏を彩る星座たち
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休館日）
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