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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　宇宙で一番美しい星
「地球」
▽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　お月さまとお星さま
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

 イベント
て」／②講話「排泄から気づく体調
不良」
※①・②ともに体操を行います。
▽参加料　300 円
※事前の申し込みは不要。
■問特別養護老人ホームサンアップル
ホーム（☎ 97・2111）

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。事前の申し込みは
不要です。
▽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）　９月
３日・10 日・17 日・24 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（絵本の読み聞かせや紙芝居、
図書館地下書庫などの探検。対象
は小学校低学年）　９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）　９月３日・10 日・
17 日・24 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）　９月３日・10 日・17 日・
24 日の午前 10 時～正午／市立郷
土文学館（☎ 37・5505）
■問各会場へ。

えほんのもり・ブックスタート
おはなしかい
◎えほんのもりのおはなしかい
▽とき　９月４日・14 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歳までの乳幼児と保護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽とき　９月 18 日・28 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）

日本 PTA 東北ブロック
研究大会弘前大会
▽とき　分科会（市内６会場）＝９
月 10 日（土）、午後１時～４時半
／全体会＝ 11 日（日）、午前９時
半～午後０時半
▽ところ　分科会＝弘前パークホテ
ル、市民文化交流館ホール、総合学
習センター多目的ホール、弘前文化
センター文化会館、弘前文化センタ
ー中央公民館、岩木文化センターあ
そべーる／全体会＝市民会館
▽内容　記念講演「逆境こそ成功へ
の道」…講師・宮澤崇史さん（元自
転車プロロードレーサー）
▽対象　中学生以下の子をもつ保護
者
▽参加料　3,500 円
※詳しくはお問い合わせください。
■問 弘前大会実行委員会（☎ 55・
9655）

弘前市民の森の会

【弘前市民の森で元気になろう】　
　心身の健康と生きがいづくりに向
けて、自然治癒力を高める癒やし体
験をしてみませんか。
▽とき　９月・10 月の第２・４土
曜日、午前９時半～午後３時
▽集合　市民の森駐車場
※弘前文化センター、ホテルナクア
シティ弘前経由で送迎対応も可。希
望する人は相談を。
▽内容　川辺での抹茶の野だて、森
林散策、園芸療法、押し花体験、唱
歌の合唱
▽参加料　１回 500 円
▽持ち物　昼食、飲み物、帽子
▽申込締め切り　実施日の３日前

【講演会】

▽とき　９月 13 日（火）、午後１
時～４時
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽内容　講演「心に寄り添うコミュ
ニケーション～ゲートキーパーは家
庭から友人・職場へ～」…講師・工
藤恭三さん（東北療院心理カウンセ
ラー）、押し花のしおり作り、癒や
しの抹茶体験
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市民の森の会（工藤さん、☎
35・6440）
※平成 28 年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

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　９月９日・22 日の午前
10 時～ 11 時
▽集合場所　弘前城植物園（下白銀
町）南案内所
▽参加料　無料（入園料が必要）
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

横笛の祭典

【第１回全日本横笛コンクール本選
観覧者募集】
▽とき　９月 17 日（土）、午後２
時～（開場は午後１時半）
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▽入場料　1,000 円
■問全日本横笛コンクール実行委員会
事務局（☎ 33・9359、■Ｈ http://
www.tsugarubue.jp/yokobue/）

【ギネス記録も持つ !! 津軽の笛が大
集合！第４回津軽笛博覧会】
▽とき　９月 18 日（日）
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
※雨天の場合、コンサートは市立観
光館（下白銀町）多目的ホールで開
催。
▽時間と内容　①午前 10 時半～＝
登山囃子（ばやし）、午後１時～＝
五所川原立佞武多（たちねぷた）囃
子、午後２時 50 分～＝青森ねぶた

囃子／②午前 10 時半～＝弘前ねぷ
た囃子、午後１時～＝雪灯り、午後
２時 50 分～＝いい音を出すテクニ
ック／③午後５時半～＝コンサート
▽参加料　無料（入園料〈高校生
以上 310 円、小・中学生 100 円〉
が必要）
※①・②は事前の申し込みが必要
■問 津 軽 笛 地 域 づ く り 実 行 委 員
会（ ☎ 33・9359、 ■Ｈ http://
tsugarubue.jp/event01/）
※平成 28 年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

地域未来創生センター
フォーラム　

【市民と文化財「博物館的想像力　
渋沢敬三と今和次郎－民具学・考現
学と青森県－」】
　県の博物館学芸員などによる青森
県の文化資源をめぐるお話です。
▽とき　９月 24 日（土）、午後１
時～４時半
▽ところ　弘前大学人文社会科学部

（文京町）４階多目的ホール
▽内容　基調講演…講師・丸山泰明
さん（天理大学准教授・博士）、県
内博物館関係者による話題提供
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　駐車場がありませんの
で、公共交通をご利用ください。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（山田さん、古川さん、
☎ 39・3198、〈平日の午前 10 時
15 分～午後３時〉）

あおもり 10 市大祭典
in 五所川原
　青森県内 10 市の祭り・踊り・グ
ルメが今年は五所川原市に大集合！
当市からは、高さ約 10 ｍの大型ね
ぷたが参加予定です。
▽とき　９月 24 日、午前 10 時～
午後８時（パレードは午後６時～７
時半）／９月 25 日、午前 10 時～
午後３時（パレードは午後１時～２
時半）
▽ところ　立佞武多の館（五所川原
市大町）周辺

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎藤田則昭写真展
▽とき　９月２日～ 11 日の午前９
時～午後４時
◎布と和紙で創る陽子の花の世界
▽とき　９月 19 日～ 26 日の午前
９時～午後４時
◎毎日を古布で愉しむ二人展
▽とき　９月 30 日～ 10 月３日の
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）
▽観覧料　無料
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902、火曜日は休み）

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、専門職などが集います。
▽とき　①９月３日・②９月 14 日
※時間はいずれも午前９時半～ 11
時半。
▽ところ　土手町コミュニティパーク
▽内容　①講話「口腔ケアについ

■問五所川原市観光物産課（☎五所川
原 0173・35・2111、■Ｈ http://
aomori10shi.jp/）

お殿様・お姫様衣装
着付け体験　
▽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～ 1,000 円（別途
弘前城入園料が必要）
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

 緑の相談所
【展示会】
●シダ展　８日～ 12 日
●きのこ展　17 日・18 日

【講習会など】
●きのこの話　17 日、午後１時
半～３時半
●訪問相談　10 日・24 日
※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、シュウカイドウ、
ハギ、ホトトギスなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

９月の
催し


