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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　お月さまとギリシャ神
話
▽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　月に住む生き物
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

 イベント
▽とき　９月 13 日、午後２時（開
場は午後１時半）
▽入場料　2,500 円
※限定 40 席。事前の予約が必要。
◎美しい渓流魚・野鳥たちの声がす
る　鈴木良夫石木アート展
▽とき　９月 21 日～ 10 月４日の
午前９時～午後４時（９月 24 日・
29 日を除く、最終日は午後３時ま
で）
▽内容　流木、石を使った石木アー
ト　
◎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）
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902）

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。事前の申し込みは
不要です。
▽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）　９月
５日・12 日・19 日・26 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）　９月５
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）　９月５日・12 日・
19 日・26 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）　９月５日・12 日・19 日・
26 日の午前 10 時～正午／市立郷
土文学館（☎ 37・5505）
■問各会場へ。

講演会「心に寄り添うコミュニ
ケーション　ゲートキーパー
は家庭から」

▽とき　９月８日（火）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽内容　①講演会…講師・工藤恭三
さん（東北療院心理カウンセラー）
／②押し花のしおり作り、抹茶の癒
やし体験
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市民の森の会（工藤さん、☎
35・6440）
※平成 27 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

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　９月 11 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（入園料が必要）
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

弥生いこいの広場の催し

◎工作教室
▽とき　９月 12 日（土）
　　　　午前 10 時～
▽内容　バルーンアート作り
▽参加料　無料
※材料がなくなり次第終了。事前の
申し込みは不要。
◎爬虫（はちゅう）類展
　世界のかっこいい＆かわいい爬虫
類・両生類を展示します。
▽とき　９月 19 日～ 23 日
▽内容　カメレオン、ニシキヘビ、
ヒョウモントカゲモドキ、ウーパー
ルーパーなど 18 種類を展示

※展示内容が変更になる場合があり
ます。
▽観覧料　無料
※動物広場入場料が必要。
～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）

一日体験ボランティア

【サッカー大会運営の手伝い】
▽とき　９月 19 日（土）、午前８
時～午後５時ころ
▽ところ　岩木青少年スポーツセン
ター（常盤野）
▽内容　小学校３年生以下のサッカ
ー大会運営の手伝い（テント張り、
得点記録など）
▽対象　市民＝ 10 人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、動きやすい服装、
軍手、かっぱ（雨天時のみ）
▽その他　市内からの送迎および昼
食を用意します。

【カルチュアロードでの手伝い】
▽とき　９月 20 日（日）、①午前
９時～正午、②正午～午後３時
※雨天の場合は９月 27 日に順延。
▽ところ　土手町通り（集合場所に
ついては後日連絡します）
▽内容　カルチュアロード内「ワン
ニャンを愛する会」の手伝い（フリ
ーマーケットの手伝いなど）
▽対象　市民＝各５人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、エプロン、動き
やすい服装
■問９月 15 日までに、ボランティア
支援センター（元寺町、市民参画セ
ンター内、☎ 38・5595）へ。

「弘前×フランス」
プロジェクト９月イベント

【「ひろさきりんご収穫祭 2015」
参加企画～シードル＆マリアージュ
投票！】
▽とき　9 月 19・20 日、午前 11
時半～
▽ところ　りんご公園（清水富田寺沢）

【「ひろさき・ゆかりのフランス地方
紹介」～ ブーブロン・アン・ノー
ジュ＆ボルドー～】
　今年２月にフランスで実施したプ
ロジェクトの取材成果や活動の様子
を写真、ポスターなどで紹介します。
▽とき　9 月 21 日～ 27 日
▽ところ　中三弘前店（土手町）１
階蓬莱広場側ガレリア

【クリスチャン・ボサール氏講演】
　ノルマンディーからのゲストを招
き、当市がシードルの技術提携を結
んでいるブーブロン・アン・ノージ
ュ村やシードル街道などの観光戦略
について、わかりやすく紹介します。
▽とき　9 月 23 日（水）、午後５
時 45 分～（午後５時半開場）
▽ところ　百石町展示館

【フランス日和～マルシェ 2015】
　学生主体
のフランス
風マルシェ
を今年も実
施 し ま す。
雑貨などの新規出店やフレンチポッ
プなどの音楽ステージもあります。
▽とき　９月 26 日（土）
　　　　午前 10 時～午後３時
▽ところ　蓬莱広場（土手町）
※平成 27 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

【まちなかトークセッション「弘前
×りんご×フランス」】
　弘前とフランスとの関わりに農業
の視点から、さまざまなゲストを迎
えてトークセッションを行います。
▽とき　９月 27 日（日）
　　　　午後３時半～
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホール
～共通事項～
▽参加料　無料
※アンケート調査等のご協力をお願
いします。
■問「弘前×フランス」プロジェク
ト（熊野さん、☎兼■Ｆ 39・3975、
弘前大学地域未来創生センター、
☎ 39・3198、 ■Ｅ frenchpj@
hirosaki-u.ac.jp）、フランス日和
について…弘前グローカル・アクシ
ョン（小田切さん、☎携帯 080・
3326・5972）

市立郷土文学館スポット企画展
「佐藤紅緑と正岡子規」
　新聞「日本」で、佐藤紅緑は正岡
子規と出会い、俳句を学びました。
この２人の関係を併設企画展「陸羯
南」展と関連付けて展示します。
▽期間　９月１日～ 11 月 30 日
▽観覧時間　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。

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎懐かしいフォークソングをもう一
度！
▽とき　９月５日、午後２時～３時
半
◎舞踏と神楽太鼓公演「響・軌跡」

認知症の人と家族のつどい

▽とき　９月 27 日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター

（宮園２丁目）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。当日直接
会場へ。
■問 認知症の人と家族の会青森県支
部（弘前地域世話人・中畑さん、☎
44・4959、午後６時すぎ）へ。

 緑の相談所
【展示会】
●シダ展　９日～ 13 日
●きのこ展　19 日・20 日

【講習会など】
●きのこの話　19 日、午後１時
半～３時半
●訪問相談　12 日・26 日
※庭木の出張相談です（無料）。
電話で申し込みを。

【弘前城植物園…今月見られる花】
シュウメイギク、シュウカイドウ、
ハギ、ホトトギスなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

９月の
催し


