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 イベント
28 日の午前 10時～正午／市立郷
土文学館（☎37・5505）
■問各会場へ。
※事前の申し込みは不要。プラネタ
リウム、市立博物館、市立郷土文学
館は市内の小・中学生はいつでも無
料です。サタディプラン以外の日も
ご利用ください。

お殿様・お姫様衣装
着付け体験

　
　お殿様やお姫様、甲冑の衣装着付
け体験ができます。
▽利用時間　午前９時～午後４時半
▽ところ　武
徳殿（弘前公
園内）
▽料 金　500
円～（別途入
園料が必要）
■問 市 み ど り
の 協 会（ ☎
33・8733）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
○藍彩いろ
▽とき　５月５日までの午前９時～
午後４時
▽内容　青森産の藍で染めた服や小
物の展示・販売
※期間中、藍染め体験ができます（受
け付けは午前10時～午後１時）。
○前掛けバッグ展～祭に持っていき
たくなるバッグたち～
▽とき　５月 11日～ 19日、午前
９時～午後４時（最終日は午後 3
時まで）
○私にかがやきを～流木アート・手
芸～　　
▽とき　５月 22日～ 29日、午前
９時～午後４時（最終日は午後３時
まで）
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽休館日　毎週火曜日（火曜日が祝
日の場合はその翌日）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

こどもの森５月の行事

【月例登山】
◎森開き
▽とき　５月８日（日）
　　　　午前10時～
▽催し物　苗木無料配布、記念くじ、
オリエンテーリング
◎「初夏のお山　太陽の道ハイク」
▽とき　５月15日（日）
　　　　午前９時半～午後２時半
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、
替えの下着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
～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）
※雨天決行。
▽参加料　無料
■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）

りんごの一年物語（全３回）
第１回花摘み体験
　開花から秋の収穫までお付き合い
ください。
　第１回は、美しい花を観ながら「花
摘み」の農作業を体験します。
▽とき　５月８日（日）、集合＝午
前９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　雨具・軍手
■問５月７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。

プラチナエイジゴルフコンペ

▽とき　５月13日（金）
　　　　午前８時半～
▽ところ　岩木川市民
ゴルフ場（清野袋２丁
目）
▽競技方法　18 ホー
ルズストロークプレ

イ、ダブルペリア方式（打ち切りな
し）
▽対象　60 歳以上の市民＝ 36 人
（９組）
▽参加料　3,000円（昼食付き）
■問５月 10日までに、岩木川市民ゴ
ルフ場（☎36・7855）へ。

リンゴとチューリップの
フェスティバル
　農場内では、学生実習で植え付け
た18種１万2,000球のチューリッ
プと 57 種 1,200 本のリンゴの花
を楽しむことができます。
　当日は、藤崎農場産のリンゴ
ジュースやリンゴジャム、金木農場
産の米を数量限定で販売するほか、
共同研究先の市町・企業のブースを
設け、成果発表と製品の販売を行い
ますので、ぜひおいでください。
▽とき　５月７日・８日の午前 10
時～午後３時
▽ところ　弘前大学藤崎農場（藤崎
町藤崎）
▽入場料　無料
▽無料シャトルバス運行　弘前大学
事務局（文京町）～藤崎農場間を１
日２往復
※満席の場合は乗車できないことが
あります。なお、途中下車はできま
せん。

■問弘前大学農学生命科学部附属生物
共生教育研究センター藤崎農場（☎
75・3026）

あっぷるカフェ（認知症カフェ）

　認知症の人やその家族を支援する
ために、認知症の人とその家族、地
域住民、専門職などが集う「あっぷ
るカフェ」を開催します。
▽とき　①５月 14 日、②５月 21
日
※時間はいずれも午前９時半～ 11
時半。

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）　５月
７日・14日・21日・28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などの探検。
対象は小学校１年生～３年生）　５
月 21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）５月７日・14 日・
21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）　５月７日・14日・21日・
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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　プラネタリウムで南国
気分
▽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・
中学生や外国人留学生、市内外の
障がい者、ひろさき多子家族応援
パスポートを持参の人は無料。年
齢や住所など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　南の島で星座をさがそ
う
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）
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弘大事務局発 藤崎農場着
9:15   9:45
13:00 13:30
藤崎農場発 弘大事務局着
11:00 11:30
15:00 15:30

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会
▽日程と内容　５月 15 日（日）
…テーマ・半月と木星が接近／５
月 31日（火）…テーマ・火星が
15年ぶりに地球に再接近
※時間はいずれも午後８時～９時
半。事前の申し込みは不要。
▽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
／中学生～４歳＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽開館時間　午後１時～ 10 時
（最終入館は午後９時半）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎84・2233、月曜日は休館）

▽ところ　土手町コミュニティパーク
▽内容　①講話「有料老人ホームで
の生活」、②講話「終活について」
※①・②共に体操を行います。
▽参加料　300円
■問特別養護老人ホームサンアップル
ホーム（☎97・2111）

「地質の日」in弘前 2016

　５月 14日の「地質の日」にちな
み開催します。
▽とき　５月 14 日（土）、①午前
の部＝ 10時～午後０時半、②午後
の部＝１時半～３時
▽ところ　弘前大学理工学部１号館
（文京町）ほか
▽内容　①恐竜のペーパークラフト
作成／②講演「下北の地質とジオ
パーク」
▽対象　①小・中学生（小学校低学
年は保護者同伴）＝ 20人程度／②
おおむね高校生以上
▽参加料　無料
▽申し込み方法　①は５月 12日ま
でに、ファクスかＥメール（氏名・
電話番号を記入）で申し込みを（先
着順）。②は申し込み不要。
■問弘前大学理工学部地球環境学科
（根本さん、☎兼■Ｆ 39・3618、■Ｅ
nemoto@hirosaki-u.ac.jp）

弘前大学金木・藤崎農場
「親子体験学習」
～触れ合おう・人と自然と農業に～
▽日程と内容　①５月 28日＝羊の
毛刈り・田植え・ジャガイモ栽培／
②６月 11日＝リンゴの摘果・昆虫
採集／③９月 24日＝稲刈り・もち
つき体験・ジャガイモの収穫／④
10 月８日＝リンゴの収穫／⑤ 10
月 29日＝精米と羊毛作品作り
※時間は、①～③、⑤＝午前９時半
～正午、午後１時半～３時半（昼食
の持参を）／④＝午前９時半～正午。
▽ところ　①・③・⑤＝弘前大学金
木農場（五所川原市金木町芦野）／
②・④＝弘前大学藤崎農場（藤崎町
藤崎）
▽対象　①～⑤すべてに参加できる
親子＝25組（先着順）

※保護者１人につき小学生２人まで
（保護者が２人以上であれば小学生
と共に未就学児の参加も可）。
▽参加料　大人＝ 1,200 円（全５
日分。大人２人目からは１人につき
1,000円追加）／子ども＝無料
■問５月 20 日までに、弘前大学金
木農場（☎五所川原 0173・53・
2029〈平日の午前８時半～午後
５時〉、■Ｆ 0173・52・5137、■Ｅ
jm532029@hirosaki-u.ac.jp）
へ。


