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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）

津軽ぬりもの市

▽とき　10 月９日～ 11 日、午前
９時半～午後５時（11日は午後４
時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　展示販売会／職人によるワ
ークショップ／洋風甘味処でコーヒ
ーやお茶の振る舞い（無料）／お楽
しみ抽選会
■問青森県漆器協同組合連合会（☎
35・3629）

ワダエミ講演会
「世界で仕事をするということ」
　衣装デザイナーとして世界で活躍
するワダエミさんが、世界の最先端
で仕事をすることについて語りま
す。後半では市内の高校生からの質
問に答えます。
▽とき　10月 18日（日）、午後２
時（開場は午後１時半）
▽ところ　弘前市民会館（下白銀町）
大ホール
▽聞き手　いしだ壱成さん（俳優）
▽定員　1,000人
▽入場料　1,000 円（中学生以下
は無料）
■問めん房たけや（☎ 36・8938、
午後３時～）

実践フランス語講座

▽とき　10 月６日～ 12 月１日の

毎週火曜日（11 月３日を除く）、
午後７時～８時20分（全８回）
▽ところ　市民文化交流館多世代交
流室Ａ（駅前町、ヒロロ３階）
▽講師　松山和子さん（弘前大学非
常勤講師）
▽定員　12人
▽受講料　一般＝ 5,000 円／学生
＝3,500円
■問電話かファクス（住所・氏名・電
話番号を記入）で青森県日仏協会弘
前支部事務局（石井さん、☎兼■Ｆ
34・0795）へ。

チャイルドライン
ボランティア養成講座
　18歳までの子どもの悩みを電話
で聴く、受け手ボランティア養成講
座第２回目の参加者を募集します
（全10回）。
▽とき　10月８日
　　　　午後６時半～８時半
▽ところ　弘前学院大学（稔町）1
号館 2階 218号室
▽対象　18歳以上の人
▽受講料　１回につき1,000円（学
生は300円）
※３回目以降の日程などは問い合わ
せを。
■問チャイルドライン弘前事務局（伊
丹〈いたみ〉さん、☎携帯 090・
3129・4581）

サンモードスクールオブ
デザイン無料公開講座
▽とき　10月８日・９日の午後１
時半～４時
▽ところ　サンモードスクールオブ

デザイン（下白銀町）
▽内容　洋裁コース（服の作り方、
サイズ直しなど）、バッグコース（不
用になった服をバッグにリメイク）、
アクセサリーコース（不用になった
アクセサリーをリメイク）、ブライ
ダル小物コース（ドレス、ベールな
どをコーディネート）
▽対象　市民＝10人（先着順）
▽受講料　無料（材料は各自用意を）
■問 10 月７日までに、サンモード
スクールオブデザイン（☎ 32・
0129）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【はじめてのパソコン講座】
▽とき　10 月 15 日・22 日・29
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　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
■問 10 月４日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800、
午前８時半～午後５時）へ。

第６回北の文脈文学講座
「陸羯南の生涯２」
▽とき　10月 17日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）

▽講師　舘田勝弘さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料（ただし、観覧料〈高
校生以上＝ 100 円／小・中学生＝
50円〉が必要）
※事前の申し込みは不要。
■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。

子ども天文クラブ公開講座

～はじめての小型望遠鏡から宇宙望
遠鏡まで～
▽とき　10月 17日（土）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　星と森のロマントピア天
文台「銀河」（水木在家字桜井）
※現地集合・現地解散。
▽内容　双眼鏡や小型望遠鏡の正し
い使い方を学習／天文台の望遠鏡を
使った解説／神話に登場する秋の星
座について解説を交えながら紹介
▽講師　鶴見弥生さん（みちのく天
文同好会）
▽対象　市内の小・中学生＝ 10人
（先着順）
※親子や団体での参加も可。小学校
２年生以下は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、防寒具、デジ
タルカメラ（持っている人のみ）
■問 10 月 16 日までに、はがき、
ファクス、またはＥメールで、中央
公民館（〒 036・8356、下白銀
町 19 の４、弘前文化センター内、
☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

イクメン講座Ⅱ

～おもちゃを直して
いっぱい遊ぼう♪～

　家でもできる、ラジコンやぬいぐ
るみなどの直し方を紹介します。
▽とき　10月 18日（日）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階工作実習室
▽講師　小山内忍さん（日本おも
ちゃ病院協会認定講師）
▽対象　おおむね 18歳以上の市民
＝ 10人（先着順、家族での参加も
可）

▽参加料　無料
▽持ち物　修理したいおもちゃ、工
具箱
▽その他　託児（有料）を希望する
人は事前に予約を。
※弘前文化センター駐車場は１時間
を超えると有料になります。
■問 10 月 17 日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

体験・フォークダンスの夕べ

▽とき　10月 24日（土）
　　　　午後６時半～９時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。フォーク
ダンスのできる履物でお越しを。　
■問フォークダンス協議会事務局
（佐々木さん、☎33・6537）

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　① 10 月 24 日／② 10 月
31日
※時間はいずれも午前９時半～ 11
時半（受け付けは9時～）。
▽ところ　弘前医療福祉大学（小比
内３丁目）
▽内容　①「トピックス　最近の認
知症と認知症予防についてのお話」
…講師・小池妙子さん（看護学科教
授）／②「吃音のはなし～周囲の理
解が必要です～」…講師・小山内筆
子さん（言語聴覚学専攻講師）
▽受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問電話またはファクスで、弘前医
療福祉大学公開講座委員（☎ 27・
1001、■Ｆ 27・1023）へ。

プロが教えるかんたん楽しい
秋のエコクッキング教室
▽とき　10月 24日（土）
　　　　午前９時半～午後０時半
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽内容　残り野菜でドライカレー、
簡単レアチーズケーキ、ミルク
ティー

▽講師　福士るみ子さん（サロン・
ド・胡桃）
▽参加料　無料
▽対象　小学生以上＝ 20人（小学
生の参加は保護者同伴）
▽持ち物　エプロン、ふきん、平ら
な大皿、小皿、スプーン、フォー
ク、マグカップ、お米１人当たり0.5
合
▽受け付け開始　10月６日から
※夏のエコクッキング教室に参加し
ていない人を優先して受け付けま
す。
■問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〉）
※月曜日は休館日です。月曜日が祝
日の場合は翌日が休館日。

 教室・講座

　Ｍ r. マサックをはじめとする「まちかど科学館（仮称）
プロジェクト会」の講師陣による楽しい科学体験です。
▽とき　10月 25日（日）、午前９時半～午後３時半
▽ところ　弘前地区環境整備センタープラザ棟（町田字筒
井）
▽内容　実験・工作ブース（空き缶分別　マサックの電磁
誘導実験、液体窒素で遊ぼう！～超低温の世界～、ミニペ
ットボトルロケットを作って遊ぼうなど）／ステージ（エ
コマジック〈午前10時半～、午後１時～〉、あっと音（おど）

ろくでショー！〈午前 11
時半～、午後２時～〉）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【無料シャトルバス運行】
▽区間　弘前駅城東口～弘前市役所～会場
※詳しくは生涯学習課（☎82・1641）へ。
■問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）へ。
※月曜日は休館日です（月曜日が祝日の場合は、翌日が
休館日）。10月４日も臨時休館します。

科学フェスティバル in プラザ棟


