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 イベント
弘前城植物園の散策ガイド

　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　10 月３日・12 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）

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）　10
月 ３ 日・10 日・17 日・24 日・
31 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）　10 月
３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）　10 月 10 日・17
日・24 日・31 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）　10月３日・10日・17日・
24 日・31 日の午前 10 時～正午
／市立郷土文学館（☎37・5505）
■問各会場へ。

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎舞踏家　雪雄子の軌跡展
▽とき　10 月９日～ 10 月 18 日
の午前９時～午後４時
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽内容　活動の記録、写真や衣装な
どの展示
▽休館日　毎週火曜日　
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

市立博物館企画展

【～りんごに魅せられて～
小柳吉次展】

　リンゴの花の新作 20 点を中心
に、水彩の植物画、油絵両方の魅力
を紹介します。
▽開催期間　10 月 10 日～ 12 月
６日、午前９時半～午後４時半
▽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。住所や年齢を証明
できるものの提示を。
▽休館日　10 月 19 日、11 月 16
日
【ギャラリートーク】
▽とき　10月 10日、11月 15日
の午前 11時～
▽ところ　市立博物館展示室
▽講師　小柳吉次さん
▽聴講料　無料（観覧料は必要）
■問市立博物館（下白銀町、☎ 35・
0700）

ジムニー・トライアルレース
観戦＆同乗体験
　特設オフロードコースで、トライ
アルレースを行います。レース観戦
のほか、プロドライバーが同乗し、
体験走行もできます。
▽とき　10 月 11 日、レース開始
＝午前 10時～、午後１時～／体験
走行＝午前11時～、午後２時～
▽ところ　岩木スカイラインゲート
前（常盤野字黒森）
■問岩木山観光協会（☎83・3000）

地域未来創生塾＠中央公民館

【人口減少を克服する持続可能な地
域づくり】
　人口減少に伴うさまざまな地域課
題の対策や地域文化資源の有効利用
策などを考えるワークショップで
す。
▽とき　10 月 14 日～平成 28 年
２月 24日の第２・第４水曜日、午
後６時半～８時（全10回）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）第３会議室
▽対象　高校生以上の市民＝50人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　６回以上参加した人に
は、修了証を交付します。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）、弘前大学地域未来創生センタ
ー（☎39・3198、平日の午前 10
時 15分～午後３時）

津軽の名人・達人
ふれあいまつり
　生涯学習の指導者や地域の伝統文
化・技術などの技能者である「津軽
の名人・達人」が技能発表、作品の
展示・実演を披露します。
▽日程・内容　
〇展示・体験イベント　10 月 17
日・18日の午前 10時～午後４時
〇講演イベント　10 月 17 日の午
後２時～４時、10 月 18 日の午前
10時～正午
〇ステージ（技能発表）イベント　
10月 18日の午後１時～４時
▽ところ　ヒロロスクエア（駅前町）
３階イベントスペース　
■問津軽広域連合（☎31・1201）

縄文遺跡群世界遺産
登録推進フォーラム
▽とき　10 月 17 日の午前 10 時
～午後５時、10 月 18 日の午前
10時～午後３時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　「北海道・北東北の縄文遺
跡群」の世界遺産登録に向けての縄
文文化の価値や魅力の紹介や出土遺
物の公開など
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問縄文遺跡群世界遺産登録推進本部
事務局（県教育庁文化財保護課内、
☎青森017・734・9922）

こどもの森10月の行事

◎月例登山「紅葉とキノコ　ライオ
ン岩登山」
▽とき　10月 18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、タオル
▽申込締め切り　10月 17日
◎木の実・草の実展
▽とき　10月４日～ 25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）

青森県立弘前中央高校講堂の
１／400模型をつくろう！
　模型作りを通して、前川建築に触
れてみませんか。
▽とき　10月 25日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　木村産業研究所（在府町）
２階
※駐車場はありませんので自家用車
での来場はご遠慮ください。
▽内容　県立弘前中央高校講堂の
400分の１の模型作り
▽講師　仲邑孔一さん（建築家）
▽定員　30人
▽参加料　一般＝ 3,500 円／高校
生＝3,000円（模型代などとして、
当日徴収）
■問 10 月 19 日までに、前川國男の
建物を大切にする会（代表・葛西さ
ん、☎兼■Ｆ 33・3260、■Ｅ info@
maekawanokai.com）へ。

弘前りんごをタルトタタンで

　京都の名店「ラ・ヴァチュール」
のオーナーから、タルトタタンの作
り方やタルトタタンにまつわる素敵
なお話が聞けます。
▽と き　10 月 31 日、11 月１日
の午後４時～６時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
▽定員　各日20人（先着順）
▽参加料　2,000 円（タルトタタ
ン・ドリンク代含む）
■問 10 月５日から、電話またはファ
クス（氏名・電話番号を記入）で、
弘前観光コンベンション協会（☎
35・3131、■Ｆ 35・3132）へ。

　   暮らしの
nformation

●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

緑の相談所 10月の
催し

【展示会】
●木の実草の実展　７日～12日
●青森県おもと名品展　15日～
18日（初日は正午から、最終日
は午後３時まで）
●弘前盆栽研究会作品展　19日
～22日（最終日は午後3時まで）
●弘前城盆栽会盆栽展　23日～
28日（最終日は午後３時半まで）
●津軽さつき愛好会秋季展示会　
30 日～ 11 月３日（最終日は午
後３時半まで）
【講習会など】
●秋植え球根の植付けと管理　３
日、午後１時半～３時半
●シャコバサボテンの管理　10
日、午後１時半～３時半
●訪問相談　３日・24日
※市内を対象とした庭木の出張相
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、ホトトギス、キ
ク、フジバカマなど
■問緑の相談所（☎33・8737）

弥生いこいの広場の催し

◎工作教室
▽とき　10月 10日（土）
　　　　午前10時～
▽内容　傘袋の飛行機作り
▽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。
◎ The 角切り
▽とき　10月 16日（金）
　　　　午後１時半～
▽内容　ホンシュウジカの角切り見
学
▽参加料　無料（動物広場入場料は
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）

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　３日の午前 11 時～ 11
時半、10 日・24 日の午後２時
～２時半
▽内容　「たべもの」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
◎ヨンちゃんのおたのしみおはな
し会
▽とき　10月 17日（土）、午前
11時～ 11時半
▽内容　市国際交流員の崔永先
（チェ・ヨンソン）さんによる韓
国の話やクイズ
▽対象　おおむね４歳～小学校中
学年の幼児・児童
～共通事項～
▽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
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

弘前図書館 10月の
催し


