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緑の相談所 ８月の

催し
【展示会】
●観葉植物展　５日～ 21 日

【講習会など】
●秋まき野菜の栽培　６日、午後
１時半～３時半
●アメリカシロヒトリの防除法　
20 日、午後１時半～３時半
●訪問相談　６日・27 日
※庭木の出張診断です（無料）。
電話で申し込みを。

【弘前城植物園…今月見られる花】
スモークツリー、ハス、ノウゼン
カズラ、ハギなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎パッチワーク作品展～古布を使っ
たパッチワーク～
▽とき　８月４日～８日、午前９時
～午後４時（最終日は午後３時まで）
◎ひょうたんランプとビーチコーミ
ング
▽とき　８月 11 日～ 15 日、午前
９時～午後４時
◎青い森の瑠璃 2016
▽とき　８月 19 日～ 28 日、午前
９時～午後４時
～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、火曜日は休み）

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　８月６日・21 日の午前
10 時～ 11 時
▽集合　弘前城植物園南案内所

▽参加料　無料（入園料は必要）
※事前の申し込みは不要。
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

弘前大学教育学部附属
特別支援学校「造形作品展」
▽とき　８月１日～９日
　　　　午前 10 時～午後６時
▽ところ　田中屋画廊（元寺町）
▽テーマ　「あそびのカタチ～生き
る跡 exhibition ～」
▽内容　作品の展示と販売
▽入場料　無料
■問弘前大学教育学部附属特別支援学
校（☎ 36・5011）

えほんのもり・ブックスタート
おはなしかい
▽とき　８月７日・17 日の午前
10 時半～ 11 時
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊び
など
▽対象　３歳までの乳幼児とその保
護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽とき　８月 21 日・31 日の午前
10 時半～ 11 時
▽内容　ブックスタートでプレゼン
トする絵本の楽しみ方、アドバイス
や手遊びなど
▽対象　０歳児とその保護者
～共通事項～
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）おはなしコーナー
※事前の申し込みは不要。
■問こども絵本の森（☎ 35・0155）

藤田記念庭園夜間開園

▽ と き　8 月 13 日 ～ 15 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（藤田謙一資料館）、高台部、
低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子ども
＝ 100 円
▽その他　８月１日～ 27 日は切り
絵の展示を行い、夜間開園期間にラ
イトアップします
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

わげものが作った
新鮮農産物即売会
　「農家のわげもの（若者）」が生産
した農産物の販売やりんごジュー
スの振る舞い（先着 100 人、午前
10 時開始）を行いますので、ぜひ
ご来場ください。
▽とき　８月 11 日（木・祝）
　　　　午前９時～ 11 時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）前庭
▽内容　米・野菜・りんご等の即売
■問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（品川さん、☎ 33・
4821）

写真パネルで見る
「原爆と人間展」
▽とき　８月 12 日～ 16 日、午前
９時～午後５時（初日は午前 11 時
から、最終日は午後 1 時まで）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽その他　写真パネルの貸し出しも
行います。詳しくは問い合わせを。
■問法務契約課（☎ 35・1137）

科学フェスティバル
inプラザ棟
　Mr. 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イベ
ントです。
▽とき　８月 14 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、エコ講
座ＰＲコーナーなど
▽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（予定）】
▽区間　弘前駅城東口～観光館バス
プール～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〈月曜日は休館日〉）

教育講演会

  学校、家庭、地域と連携を深め、
子どもたちのよりよい未来を一緒に
考えることを目的に開催します。
▽とき　８月 16 日（火）
　　　　午後２時半～４時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　「インクルーシブ教育シス
テムの構築とその先に在るもの」
▽講師　下山直人さん（筑波大学附
属久里浜特別支援学校長）
▽定員　300 人 ( 先着順 )
▽参加料  無料
■問８月９日までに、教育センター（総
合学習センター内、 ☎ 26・4803、
■Ｆ 26・2250）へ。
※申込みの際は、氏名・電話番号を
お知らせください。

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）　８月
27 日の午前 10 時半～ 11 時／中
央公民館（☎ 33・6561）

【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）　８月 27 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）　８月 27 日の午前 10 時
～正午／市立郷土文学館（☎ 37・
5505）
■問各会場へ。

弥生いこいの広場の催し

【キャンプ大会】
▽日程　８月 20 日（土）…午前
11 時＝受付開始、午後５時＝イベ
ント開始／ 21 日（日）…午前 11

時＝イベント終了（雨天決行）
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）オートキャンプ場
▽内容　工作教室、ビンゴ大会、夜
の動物観察、野菜収穫体験など
▽定員　30 組（先着順）
▽参加料　１組（１区画）＝ 5,000
円
※持ち物については問い合わせを。
▽申込期限　８月 15 日

【動物のエサやり体験】
▽とき　８月 21 日（日）
　　　　午前 11 時半～
▽ところ　弥生いこいの広場 動物
広場
▽参加料　無料（動物広場入場料は
必要）
※事前の申し込みは不要。
■問 弥 生 い こ い の 広 場（ ☎ 96・
2117）

市立郷土文学館
企画展記念講演会
　現在開催中の第 40 回企画展「福
士幸次郎展」を記念して、講演会を
開催します。
▽とき　８月 20 日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽テーマ　福士幸次郎の詩～北の憂
鬱と情熱
▽講師　藤田晴央さん（詩人）
▽入場料　無料
■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。

高照神社宝物殿の催し

【奉納刀剣展】
▽開催期間　９月 11 日までの午前
10 時～午後４時
▽入場料　300 円

【やさしい日本刀の見方】
　実物の日本刀を使用した講習会を
開催します。
▽とき　８月 11 日・14 日の午前
10 時～正午
▽講師　美濃又治次さん（青森県古
式銃砲刀剣類登録審査員）

▽参加料　300 円
▽申込締め切り　８月７日
～共通事項～
▽ところ　高照神社（高岡字神馬野）
宝物殿
■問高照神社宝物殿（☎ 83・2465）

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　
■…スターウィーク特別投影を午前
10 時半～、午後１時半～、午後３
時～の３回投影　
■…休館日

★投影プログラム
【一般投影／ 45 分間】
▽テーマ　The Galaxy ～天の川
銀河～
▽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
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　夏の星空散歩
▽観覧料　無料

【スターウィーク特別投影／ 30 分
間】
▽テーマ　ラプソディ・イン・サマー
▽観覧料　無料
■問 中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休館日）
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