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▽入場料　無料
■問岩木山高原祭実行委員会（山の
家ぶなこ内、秋田さん、☎ 83・
2428）

藤田記念庭園秋のイベント

◎秋の名月会
　洋館などをライトアップした幻想
的な空間で、秋の夜長を満喫しませ
んか。
▽とき　９月 26 日・27 日の午後
５時～９時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
洋館、高台部、低地部
▽内容　26 日…篠笛演奏会／ 27
日…笛博コンサート（ねぷた囃子、
獅子踊りなど）
両日…中国茶会
▽入園料　無料（中国茶会はお茶代
として別途1,000円が必要）
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

登山の集い

▽とき　９月 27 日（日）、午前６
時～午後６時まで（午前５時 50分
集合）
▽集合場所　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）向かい駐車場
▽コース　東根山（岩手県紫波町）
登山口～一の平～蛇石展望台～山頂
～登山口
※登山後入浴します。天候等によっ
ては内容が変更になる場合があります。
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　5,500 円（当日徴収し
ます。登山保険料、交通費等、登山
後の温泉入場料は自己負担となりま
す）
▽持ち物　ぬれても乾きやすい服
装、雨具、トレッキングシューズ、
帽子、手袋、タオル、医薬品、飲み
物、食べ物など
▽申し込み方法　９月 16 日まで
に、はがきかＥメール（住所・氏
名・生年月日・電話番号・性別を記
入）またはホームページ（http://
www.hirosakirousan.net) か

ら、弘前勤労者山岳会（〒 036・
8094、外崎５丁目９の 10、■Ｅ
kndrm915@yahoo.co.jp）へ。
■問弘前勤労者山岳会（工藤さん、☎
携帯090・7937・6146）

少林寺拳法体験教室

▽日程　弘前東スポーツ少年団＝９
月１日～ 30 日の毎週火・土曜日、
午後７時～８時、青森県武道館（豊
田２丁目）／弘前西スポーツ少年団
＝９月１日～ 30日の毎週水・土曜
日、午後７時～８時、岩木Ｂ＆Ｇ海
洋センター（兼平字猿沢）
▽対象　小学生～中学生
▽参加料　月額 500 円（各自スポ
ーツ傷害保険に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
動きやすい服装
■問弘前東スポーツ少年団事務局
（伊藤さん、☎携帯 090・6458・
4305、午後６時半すぎ）／弘前西
スポーツ少年団事務局（唐牛さん、
☎携帯090・3124・1099）

居合道・杖道（じょうどう）体験教室

▽とき　９月 13 日、11 月 15 日
の午後１時～３時　
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽対象　市民
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
※事前の申し込みは不要。当日直接
会場へ。
■問弘前剣道連盟杖道・居合道部事
務局（木村さん、☎携帯 090・
5832・3694）

ジュニアゴルフ教室

▽とき　９月 13 日・20 日、①午
前 10時～ 11時半、②午後１時半
～３時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋2丁目）
※雨天時は弘前ゴルフプラザ。
▽対象　小学生＝各回５人（先着順）
▽参加料　１回1,000円
▽持ち物　運動しやすい服装、帽子、

飲み物、タオル、着替え（道具は全
て貸し出しします）
※事前の申し込みが必要。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

ミニムワイン講座

　ワインの選び方や雑学などを通し
て、楽しく学べる講座です。
▽とき　９月 17日、10月 15日、
11月 19日の午後１時半～３時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）第
２小会議室
▽内容　正しいワインテイスティン
グ、ぶどう品種の違いなど
▽講師　新岡将光さん（日本ソムリ
エ協会公認シニアソムリエ）
▽対象　20歳以上の人＝10人
▽受講料　1,500 円（テキスト代
を含む。教材費としてワイン代
2,000円が別途必要。）
※車での来場は不可。
■問ミニム事務局（渡邊さん、☎携帯
090・1376・9393、■Ｅ hiromi@
minimewine.com）

健康体操＆
屋内ウオーキング教室
▽と き　９月 17 日・24 日、10
月１日、午前10時～正午
※３日間で１セット。
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽講師　葛原仁美さん（健康運動指
導士）
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　2,100 円（傷害保険料
を含む）　
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
汗ふきタオル、使い古しのストッキ
ング２足分（用意できる人）
※事前の申し込みが必要。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

若手採用のためのＩＴ活用
セミナー
▽とき　９月18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）3階「松の間」
▽内容　ホームページやＳＮＳを活

用した採用活動について
▽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 15日までに、プラットフォ
ームあおもり（☎青森017・763・
5522）へ。

裂き織りでマグネットを
作ろう
　不用になった布を再利用した裂き
織りで、かわいいマグネットを作っ
てみませんか。
▽とき　９月19日（土）
　　　　午前９時半～正午
▽ところ　弘前地区環境整備センタ
ープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　石田美津子さん
▽対象　小学生以上＝ 12人（小学
生の参加は保護者の同伴が必要）
▽参加料　無料
▽持ち物　フォーク、ハンカチや
手ぬぐいなどの不用になった布
（20cm× 20cm程度）
■問９月４日から、弘前地区環境整備
センタープラザ棟（☎ 36・3388、
午前９時～午後４時、月曜日は休館
日）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル 2010 中級講座】
　日曜日に開催しますので、ぜひご
参加ください。
▽とき　９月20日・27日、10月
４日の午前10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した関数の活用方法
の習得
※エクセル 2010 以外のバーショ
ンを使っている人は操作方法が異な
りますので、ご注意ください。
▽対象　エクセルの基本操作や表計
算ができる市民または当講座「エク
セル 2010 入門講座」を受講した
市民＝20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食、ＵＳＢ
メモリ
▽受け付け開始　９月６日、午前８

時半から
【ボランティアサポートスタッフ募
集】
　市民ボランティアによるパソコン
講座（ウィンドウズ、エクセル、ワ
ード等）を手伝ってくれるボランテ
ィアを募集します。パソコンに関す
る知識があれば、年齢、経験は問い
ません。気軽に問い合わせを。
■問 学習情報
館（総合学
習センター
内、 ☎ 26・
4800）

第18回内観セミナー

【内観と詩の世界～いのちを生きる～】
　内観は、人生をリフレッシュする
自己啓発の方法のひとつで、非行・
不登校・家族関係・うつ病・アルコ
ール依存に対する心理療法としても
その有効性が認められています。
　今回は、谷川俊太郎さんをゲスト
に招き、内観セミナーを開催します。
▽とき　９月 26日の午後０時半～
４時半／９月 27日の午前８時半～
正午
▽ところ　アソベの森いわき荘（百
沢字寺沢）
▽対象　県内外の医療・教育・スポ
ーツ・保健関係者
▽参加料　１日2,000円
■問ひろさき親子内観研修所（竹中さ
ん、☎36・8028）

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１・第３土曜日の午前
11 時～ 11 時半、第２・第４日
曜日の午後２時～２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　「スポーツ・遠足・運動会」
をテーマとした、絵本の読み聞か
せ、紙芝居、昔話、エプロンシア
ター、なぞなぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

９月の
催し弘前図書館

こどもの森９月の行事

◎月例登山「イヌワシの道　キノコ
探索」　
▽とき　９月 20 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。
◎バッタ展　
▽とき　９月６日～23日
▽観覧料　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）

岩木山高原祭2015

　岩木山のふもとで音楽や踊りを楽
しもう！楽器作りワークショップや
身体表現体験、軽食も楽しめます。
▽とき　９月20日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　「山の家ぶなこ」（常磐野
字黒森）の庭（雨天時は常盤野コミュ
ニティセンター〈常盤野字上黒沢〉）
▽出演　ガイネ、いとう由香、横田
年昭、鳥井野獅子踊

 教室・講座

９
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　９月 22日（火・祝）、
午前 10時～午後１時…昼の金星
の観察／ 27 日（日）、午後６時
～９時…中秋の名月（スーパーム
ーンの十五夜）
▽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〉）


