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▽参加料　無料
■問「弘前×フランス」プロジェク
ト（熊野さん、☎ 39・3975）、弘
前大学人文社会科学部地域未来創生
センター（☎ 39・3198）、「フラ
ンス日和」について…弘前グローカ
ル・アクション（上野さん、☎携帯
070・4159・0434）

ヒロロスクエアのイベント

【ヒロロスクエアで「ファザーリン
グ」を学ぼう】
　「ファザーリング」＝「父親であ
ることを楽しむ」を学べる講演会を
開催します。
◎子育ても仕事も人生も楽しむ欲張
りライフのすすめ！
▽とき　９月 18 日（日）、①講演
会＝午後１時半～３時（開場は午後
１時）／②絵本読み聞かせライブ＝
午後３時半～４時（開場は午後３時
15分）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽講師　安藤哲也さん（ファザーリ
ング・ジャパン代表理事）
▽対象　①子育て中の保護者、一般
市民＝100人／②子どもと保護者、
一般市民＝100人
▽申し込み方法　電話またはファ
クスで市民文化交流館（☎ 35・
0154〈午前８時半～午後９時〉、
■Ｆ 35・0187）またはＥメールで、
弘前こどもコミュニティ・ぴーぷ
る（■Ｅ peple-office@major.ocn.
ne.jp）へ。
※参加者全員の氏名、電話番号をお
知らせください。託児を希望する人
は相談を。
◎弘前から発信！子育て世代が考え
るいま欲しい子育て支援
▽とき　10 月８日（土）、午後２
時～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（ヒロロ４階）
▽講師　小崎恭弘さん（大阪教育大
学准教授、ファザーリング・ジャパ
ン顧問）
▽定員　200人（先着順）
※事前の申し込みは不要。
【私たちの防災　大人の防災準備と
備蓄クッキング】
▽とき　９月25日（日）、午前10
時～午後１時

▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽内容　家庭での防災準備と災害時
の対応、備蓄品（缶詰など）でクッ
キング、市販非常食の試食ほか
▽対象　中学生以上＝20人
※心肺蘇生を行うため動きやすい服
装でおいでください。
※事前の申し込みが必要。
【講演会 ブックトーク「おひとりさ
まの最期」】
▽とき　10 月２日（日）、午後２
時～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール
▽講師　上野千鶴子さん（社会学者、
ウィメンズアクションネットワーク
理事長）
▽定員　200人（先着順）
※事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽参加料　無料
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員
会事務局（市民文化交流館内、☎
35・0154〈午前８時半～午後９時〉）

「住み慣れた地域で最期まで」
を支えあう街づくり講演会
▽とき　９月18日（日）
　　　　午前９時半～11時半
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　リハビリテーションの本来
の意味・目的に関する講演、実演、
意見交換会
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ひろさきナラティブ．net（木
村 さ ん、 ☎ 携 帯 080・3742・
1908、 ■Ｅ hirosakinarrative@
gmail.com）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

こどもの森９月の行事

◎月例登山「イヌワシの道　キノコ
探索」　
▽とき　９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
※事前の申し込みが必要。
◎バッタ展　
▽とき　９月４日～18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）

藤田記念庭園秋のイベント

◎秋の名月会
▽とき　９月 17 日・18 日の午後
５時～９時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）洋館（藤田謙一資料室）、高台部、
低地部
▽内容　17 日…かぐや姫になろ
う！＝午後５時半～８時、篠笛演奏
会＝午後６時～／ 18日…笛博コン
サート（ねぷた囃子、獅子踊りなど）
＝午後６時～／両日…中国茶会（受
け付けは午後５時～８時）
※中国茶会は参加料 1,000 円が必
要。
▽入園料　無料（午後５時以降）
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

人形劇団「プーク」公演

▽とき　９月 20 日（火）、午後６
時半～（開場は午後６時）
▽ところ　貞昌寺（新寺町）
▽演目　「うかれバイオリン」、「霧

と風からきいた話」
▽入場料　1,000円（３歳以上）
■問貞昌寺（☎ 32・1082）／弘前
市社会教育協議会（☎31・3010）

弥生いこいの広場のイベント

◎ねこ展
　「アイドル猫のつくりかた」に登場
する猫のパネル写真を展示します。
▽とき　９月 17日～ 25日、午前
９時～午後４時半
▽観覧料　無料
◎ドロップと撮影会
　タレント猫のドロップと一緒に撮
影会を行います。
▽とき　９月 18 日・19 日、午前
10時～ 11時、午後２時～３時
▽撮影料　500円
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場ふれあいの館
※動物広場入場料が必要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

親子で自然観察会 in 弥生いこ
いの広場隣接地（リゾート跡地）
　親子で弥生の生き物や植物を観察
してみませんか。
▽とき　９月24日（土）、午前10
時～正午

▽集合　弥生いこいの広場（百沢字
東岩木山）ハイランドハウス前
▽対象　小学校３年生～６年生とそ
の保護者＝20組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、雨具（雨天時）、
汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）、
長靴、帽子、タオル、手袋
■問電話、ファクスまたはＥメール
（住所・氏名・年齢〈学年〉・電話
番号を記入）で、公園緑地課（☎
33・8739、 ■Ｆ 33・8799、 ■Ｅ
kouen@city.hirosaki.lg.jp）へ。

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１・第３土曜日の午前
11 時～ 11 時半、第２・第４土
曜日の午後３時～３時半
▽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
▽内容　「どうぶつ」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
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

９月の
催し弘前図書館「弘前×フランス」週間

【ひろさき・ゆかりのフランス展】
　日仏交流写真展やプロジェクトの
活動の様子を写真、ポスターで紹介。
▽とき　9月 18 日～ 25 日、午前
10時～午後７時
▽ところ　中三弘前店（土手町）１
階蓬莱広場側ガレリア
【フランス映画の夕べ】
▽とき　９月 19 日・20 日、午後
６時～（開場は午後５時半）
▽ところ　百石町展示館
▽内容（予定作品）　19 日＝「た
そがれの女心」（100 分）／ 20日
＝「俳優探偵ジャン」（105分）
※いずれも日本語の字幕付き。
【「 フ ラ ン ス 日 和 」 ～ マ ル シ ェ
2016】
　学生企画のマルシェを開催。
▽とき　９月24日（土）、午前10
時～午後４時
▽ところ　蓬莱広場（土手町）
▽内容　ワークショップ、ペタンク、
ステージ企画、出店ブースなど
【まちなかトーク・セッション「弘
前×りんご×フランス vol.2」】
　フランス・モーゼル県の園芸家パ
スカル・ガルブさんと地元からのゲ
スト佐藤義博さんと共に、元NHK
フランス語講座講師の國枝孝弘さん
の進行でりんごの未来を考えます。
▽とき　９月 26 日（月）、午後６
時～（開場は午後５時半）
▽ところ　土手町コミュニティパーク
～共通事項～

９
月
の
催
し

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］
★観察会　９月 15 日（木）、午
後７時～９時半
▽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
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時半）
※事前の申し込みは不要。
■問星と森のロマントピア天文台
（☎84・2233、月曜日は休館〈月
曜日が祝日の場合は次の平日が休
館〉）

イベント 時間／場所 内容など
モデルテント・タープ展示 午前９時半～午後４時／オートキャンプ場 観覧無料

野外料理講座 午前10時～午後２時／オートキャンプ場 定員…４・５人位のグループ、親子＝10組程度（先着順）／参加料…１組＝3,500 円
程度　※事前の申し込みが必要。

動物のエサプレゼント 午後２時～／動物広場入口 カプセルに入ったえさを子ども限定で先着50人に無料プレゼントします
Let's 紙ヒコーキ 午後１時～／オートキャンプ場 参加無料

スラックライン体験 午前９時半～午後４時／オートキャンプ場 体験無料

露店コーナー 午前９時半～午後４時／第１駐車場前 軽食、飲み物、ゲームなど

夜の動物園 午後５時～８時／動物広場内
※ 24日のみ

アライグマのエサやり、ポニーきゅう舎見学、ハリネズミとアオダイショウとのふれあい／
参加無料　

弥生いこいの広場
「Autumnフェス2016」
▽とき　９月 24日・25日の午前９時半～午後４時（24
日は午後８時まで）
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢字東岩木山）

▽内容　下表のとおり
※動物広場内のイベントは入場料が必要。
■問弥生いこいの広場（☎96・2117）


