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●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

半～午後4時
▽イベント内容
○モデルテント・タープ展示（オー
トキャンプ場）…午前 9時半～午
後4時
▽参加料　無料
○ダッチオーブン体験（オートキャ
ンプ場）…午前10時～午後 2時
▽内容　ダッチオーブンを使った野
外料理を作ります
▽定員　おおむね 4～ 5人位のグ
ループ、親子＝10組程度（先着順）
▽参加料　1組 3,500 円
※事前の申し込みが必要。
○動物ふれあいコーナー（動物広場
内ふれあい館）…午前10時～正午
▽対象　子ども＝60人（先着順）
▽参加料　無料
○動物のエサやり体験（動物広場入
口）…午後1時半～
　カプセルに入ったエサをプレゼン
トします
▽対象　子ども＝50人（先着順）
▽参加料　無料
○ビンゴ大会（ピクニック広場）…
午後2時半～
▽景品　キャンプ用品、おもちゃ、
お菓子など
▽参加料　300円
○露店コーナー（ハイランドハウス
前）…午前9時半～午後4時
▽内容　軽食、飲み物、射的など
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・

2117）
※動物広場内の催しは入場料が必要
です。

弘前図書館の催し

◎ヨンちゃんのおたのしみおはなし
会
▽とき　８月22日（土）
　　　　午前11時～ 11時半
▽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
▽内容　市国際交流員の崔永先
（チェ・ヨンソン）さんによる韓国
のお化けのお話
▽対象　おおむね４歳～小学校中学
年の幼児・児童
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（32・3794）

岩木山「星と遊ぼう」

～合併 10 周年記念事業・岩木ス
カイライン開通 50 周年事業～
　星空の下で音楽や軽食を楽しみま
せんか。　
▽とき　８月 30 日（日）、午後５
時～８時（雨天中止）
▽ところ　 A 会場＝岩木スカイラ
イン８合目駐車場（百沢字東岩木山）
／ B 会場＝相馬ロマントピア天文
台（水木在家字桜井）ほか
▽内容  A 会場＝AOMORI 花嵐桜
組のステージ、軽食の露店・ビール
などの販売／ B 会場＝天文台で星
座の解説

りんごもぎ取り体験

　りんご公園（清水富田字寺沢）で
は、８月１日からりんごのもぎ取り
体験が始まっています。時期によっ
て収穫可能な品種が異なりますの
で、何度もりんご公園に足を運んで、
品種ごとに違うりんごのおいしさを
ぜひ味わってみてください。
▽体験時期　11月中旬まで
▽料金　200円／㎏
※１人最大２㎏までもぎ取り可（も
ぎ取りを制限する場合もあります）。
■問りんご公園（☎36・7439）

弥生いこいの広場の催し

【動物広場イベント】
　エサをあげたり、獣舎の中を見た
りして、動物のことをもっと知ろ
う！
▽とき　8月 23日（日）、午前 10
時～
▽内容　エサやり体験、獣舎バック
ヤードツアー、ヤギの爪切り見学
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【Autumn フェス 2015】
　動物ふれあいコーナーやビンゴ大
会、モデルテント・タープ展示など
イベントを開催します！
▽とき　9月 6日（日）、午前 9時

▽参加料　無料（A会場はスカイ
ライン通行料が必要）
■問岩木山観光協会（☎ 83・3000）
／星と森のロマントピアそうま（☎
84・2288）

青森県産業技術センター
りんご研究所参観デー
▽とき　９月１日・２日の午前９時
～午後４時（２日は午後３時まで）
▽ところ　りんご研究所（黒石市牡
丹平）
▽内容　研究成果の資料展示・試験
ほ場の公開・相談コーナー、りんご
講演会、りんごの試食販売など
※りんご講演会は１日の午前 10時
～ 11時半、りんご試食販売は１日
の午後１時～２時と２日の午前 10
時～ 11 時（なくなり次第終了）。
１日はミスりんごが来ます。
■問りんご研究所（☎52・2331）

『りんごの１年物語』最終章

　りんごの花摘みから収穫まで一連
の農作業を体験してもらう企画の最
終章「りんごもぎ」です。参加者に
は、りんごをプレゼントします。
▽とき　９月６日（日）、午前９時
～11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　軍手、雨具、作業のしや
すい服装
■問９月５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。

第32回レッツウォーク
お山参詣参加者募集
　お山参詣は、昔から受け継がれて
きた、五穀豊穣（ほうじょう）・家
内安全を岩木山に祈願する集団登拝
行事です。
　レッツウォークお山参詣は、昭和
59年１月に重要無形民俗文化財の
指定を受けたことを契機に、一般の

人が気軽に伝統行事に参加できるよ
うにした「体験型ツアー」です。
▽とき　９月12日（土）
▽日程　受付…午前７時半（岩木文
化センターあそべーる〈賀田１丁目〉
玄関）／行列出発…午前８時半／解
散…午後３時ころ（天候により日程
を変更することがあります）
▽定員　300人（先着順）
▽参加料　2,000円
▽その他　服装は上下とも白系統／
約６㎞の歩行になるので、運動靴な
ど歩きやすい履き物で参加を。
■問８月 25日までに、レッツウォー
クお山参詣実行委員会事務局（百
沢字裾野、岩木山観光協会内、☎
83・3000、■Ｆ 83・3001）へ。

ヒロロスクエアコミュニ
ケーションゾーンの催し
【映画「何を怖れる～フェミニズム
を生きた女たち」上映会＆松井監督
と出演者上野千鶴子さんのシネマ
トーク】
▽とき　９月 13 日（日）、①上映
会（午前の部）＝午前 10 時～ 11
時 50分／②シネマトーク＝午後１
時～２時半／③上映会（午後の部）
＝午後２時40分～４時半
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　フェミニストとして生きて
きた女性たちのドキュメンタリー映
画上映／松井久子監督と出演した上
野千鶴子さんによる講演
▽参加料　無料
※①～③の各入場整理券を、当日の
午前９時半から、市民文化交流館
ホール前で配布します。
■問青森県男女共同参画研究所（田
中 さ ん、 ☎ 携 帯 090・2606・
7018）

若手人材の定着セミナー

　早期退職は企業にとっても若者に
とっても損。若者が辞めない企業を
実現する工夫を学びます。

▽とき　９月４日（金）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　ホテルニューキャッスル
（上鞘師町）「松の間」
▽対象　企業経営者、人事担当者、
育成担当者＝30人（先着順）
▽参加料　無料
■問９月１日までに、電話で、プラッ
トフォームあおもり（☎青森017・
763・5522）へ。

子育て女性の
再就職支援セミナー
　出産や育児のために退職した女性
の職場復帰を応援するための講座で
す。なお、受講中はヒロロスクエア
（駅前町）内の託児室を利用できま
す。
◎パソコン基礎講座
▽とき　９月２日・４
日・７日の午前 10時
半～午後４時半
▽ところ　パソコンス
クール JOY（駅前３
丁目）
◎ビジネスマナー講座
▽とき　９月９日の午前
10 時半～午後４時半、
11 日の午前 10 時半～
午後0時半
▽ところ　ヒロロ３階多
世代交流室１
◎メイクアップ講座
▽とき　９月 10日の午
前 10時半～午後0時半
▽ところ　ヒロロ３階多世代交流室
１
～共通事項～
▽対象　子育て中の女性＝ 20 人
（先着順）
▽受講料　無料
▽託児　受講者1人につき、1人（０
歳２か月～就学前）まで無料
※申込書は弘前就労支援センター
（駅前町、ヒロロ３階）のほか、ハロー
ワーク弘前（南富田町）、市役所な
どにも備え付けています。
■問８月 25日までに、弘前就労支援
センター（☎ 55・0115、■Ｆ 55・
0125〈土・日曜日、祝日を除く午
前９時～午後５時〉）へ。

　江戸時代を中心とした弘前の歴史や文化を、博物館を探検しながら学びます。
▽開催期間　９月５日～27日（24日は休み）の午前９時半～午後４時半
▽内容　縄文土器・江戸時代の具足の展示／３Ｄプリンターを使って製作した猪形土製
品を触れるコーナー／高精度スキャナーで拡大した「津軽弘前城之絵図」の上を実際に
歩いて昔の弘前を体感できるコーナー
▽観覧料　一般＝280（210）円／高校・大学生＝140（100）円／小・中学生＝80（40）円
※（　）内は20人以上の団体料金。また、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、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の人は無料。住所や年齢を確認
できるものを提示してください。
■問い合わせ先　市立博物館（☎35・0700）

 教室・講座
 

 イベント

「こども～探検・発見～博物館」
市立博物館

企画展３

▲拡大した「津軽弘前城之絵図
（上図は一部）」　を歩きます


