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 カルチュアロード

▽とき　９月 18 日（日）、午前９
時半～午後３時半（雨天時は９月
25日に延期、再雨天時は中止）
▽ところ　土手町通り
▽内容　各種サークルの発表や模擬
店の出店など
■問カルチュアロード実行委員会事
務局（亀尾さん、☎携帯 090・
9745・7957）

藤田記念庭園夜間開園

▽とき　９月24日（土）
　　　　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
▽内容　夜間開園コンサート（午後
６時半～）
▽入園料　大人＝ 310 円、子ども
＝100円
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

動物ふれあい
フェスティバル2016
～つなげよう愛護の思い～
▽とき　９月 24 日・25 日の午前
10時～午後４時（雨天決行）
▽ところ　青森県動物愛護センター
（青森市宮田字玉水）
▽内容　譲渡犬同窓会、譲渡猫近況

報告写真展、命の花（三本木農業高
校）、ワンリンピック、犬猫避難訓練、
マイクロチップの紹介・展示・体験、
犬のしつけ方教室ほか
■問青森県動物愛護センター（☎青森
017・726・6100）

ひろさきウォークラリー大会

　弘前公園を会場に、弘前の街並みや
自然などを観察するウォークラリー
の体験を通して、コミュニケーショ
ンづくりや健康づくりを行います。
▽とき ９月 25 日（日）、午前 10
時～午後０時 15分（受け付けは午
前９時15分から）
▽集合　弘前公園ピクニック広場
▽対象　市民＝100人（先着順）
▽参加料　１家族 500 円（保険料
を含む、当日徴収）
▽申し込み方法　 電話かファクス
または Eメール（氏名・連絡先・
参加人数を記入）で、９月 20日ま
でに申し込みを。
※当日参加も可。
■問ひろさきレクリエーション協会
（☎携帯 070・3996・3873、■Ｆ
55・8723、 ■Ｅ  npo.hirorec@
gmail.com）

第２回ダブルゴルフコンペ
▽とき　９月 25 日（日）、集合＝
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
クプレーダブルペリア方式（打ち切

りなし）、２人のNETスコア合計
▽定員　14組（２人１組、先着順）
▽参加料　1人3,500円（昼食付き）
※事前の申し込みが必要。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）

「二人の写真家が見た
佐藤初女」展
　二つの写真展を同時開催します。
【岸圭子写真展「いのちをむすぶ・
佐藤初女」】
▽日程など　スペースデネガ（上
瓦ケ町）ギャラリー…９月 30日～
10月９日、午前10時～午後７時
【オザキマサキ写真展「佐藤初女 森
のイスキア ただただ いまを 生き
つづける ということ」】
▽日程など　百石町展示館第３展示
室…９月 30日～ 10月４日、午前
10時～午後７時（最終日は午後５
時まで）／カトリック弘前教会（百
石町）集会室…10 月５日～９日、
午前 10時～午後７時（最終日は午
前11時から）
～共通事項～
▽観覧料　無料
■問佐藤初女さん・弘前写真展実行委
員会（集英社学芸編集部企画出版内、
武田さん、☎携帯 080・3318・
3444）

あおもり食名人と100人の
おむすびプロジェクト
▽とき　10月１日（土）
　　　　午前10時～午後０時半

 イベント
▽ところ　船沢中学校（富栄字浅井
名）
▽内容　映画「いただきます～みそ
をつくるこどもたち～」上映、おむ
すび作り、昼食会
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問青森県食の安全・安心推進課（☎
青森017・734・9354）

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　① 10月１日・② 15日の
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認知症サポーター養成講
座、②講話「デイサービスでの取り
組み（個別支援）」
※①・②共に体操を行います。
▽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）

石坂洋次郎没後30年記念
「石坂洋次郎が夢みた青春」
　当市出身で直木賞作家の長部日出
雄さんによる講演会と、映画上映会
を行います。
▽とき　10月２日（日）
　　　　午後２時～
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）
▽内容　講演「石坂洋次郎と日本の
青春」…講師・長部日出雄さん／映
画上映…「若い人」（1962年作）
▽入場料　500 円（高校生以下は
無料）
■問弘前ペンクラブ事務局（弘前読書
人倶楽部内、☎33・4033）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

交通乗り♪乗り♪「大鰐線
でタイムトリップ！」
　親子で弘南バス・弘南鉄道大鰐線

に乗り、沿線の魅力を体感してもら
うため、創立 130 周年の弘前学院
大学と弘南鉄道大鰐線のコラボ企画
を開催します。ぜひ親子で参加くだ
さい。
▽とき　10月８日（土）
　　　　午前９時～午後１時
▽集合　JR弘前駅改札口
▽内容　入場券購入（購入体験）、
路線バス乗車体験（乗り継ぎ体験）、
大鰐線の歴史説明、弘前学院大学・
弘前学院外人宣教師館礼拝堂・図書
館見学ほか
▽対象　小学生とその家族＝10組
▽参加料　１組1,010円（JR入場
券、路線バス・弘南鉄道運賃を含む）
■問 10月５日までに、電話かEメー
ルで、あんよ・せらぴー共育研究
会（境さん、☎携帯 090・1935・
5527、■Ｅ anyotherapy@yahoo.
co.jp）へ。

陶芸野焼きワークショップ

【縄文土器風オーパーツを創ろう！】
▽とき　制作＝ 10月８日～ 10日
の午前 10時～午後４時〈期間中の
希望の日時〉／野焼き焼成・作品掘
り出し＝ 10 月 15 日・16 日の午
前 10時～午後４時
▽ところ　制作＝鳴海要記念陶房館
（賀田字大浦）／野焼き焼成・作品
掘り出し＝民宿ぶなこ（常盤野字黒
森）
▽内容　置き物やオブジェ、小物入
れなどを粘土で作り、そのオリジナ
ル作品を野焼きで縄文土器風の風合
いに仕上げます
▽講師　斎藤啓司さん（陶芸家・美
術家）
▽定員　10人
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　3,000 円（粘土などの
材料費・焼成費を含む）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

樹木医と行く
古木・名木めぐり
　古木・名木を樹木医がガイドしま
す。間近で観察し、自然の力強さを

感じてください。
▽とき　10 月９日（日）、午前９
時～午後０時半（雨天決行）
▽集合　緑の相談所（弘前公園内）
▽ルート　クジャクガシワ（猿賀神
社＜平川市＞）→ケヤキ（七柱神社
＜平川市＞）→日本最大のポプラ（黒
石市）など
※弘前公園で解散します。　
▽対象　中学生以上＝ 20人（先着
順）
▽参加料　1,000円
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　雨具、タオル、動きやす
い服装
■問９月 26日から、市みどりの協会
（☎33・8733）へ。

ひろさきお寺の日
最勝院特別公開
　五重塔や宵宮で広く知られる最勝
院の、普段は非公開の仏像・仏画・
古文書など貴重な文化財を１日限り
公開します。
▽とき　10月 15日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　最勝院（銅屋町）
※車やバイクでの来場はご遠慮くだ
さい。
▽対象　小学生以上
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ひろさき環境パートナーシップ
21弘前大学人文社会科学部美術史
研究室（須藤さん、☎39・3220）

キッズハローワーク

　小学生を対象とした仕事体験と遊
びのイベントです。JAL などの仕
事見学ができるほか、弘前ならでは
の仕事体験も用意しています。
▽とき　10月 16日（日）
　　　　午前９時45分～午後３時
▽ところ　弘前学院聖愛中学高等学
校（原ケ平字山元）
▽参加料　1,000 円（おしごと手
帳代金として）
※事前の申し込みは不要。
■問キッズハローワーク実行委員会
（大西さん、☎34・6858）▲写真は昨年度の展示内容

　小学生が廃品をもとに作ったさまざまな作品を展示し、一般投票
を行います。投票数により、学年ごとにプラザ賞を授与します。
▽展示期間　９月17日～ 11月 13日、午前９時～午後４時
▽投票期間　９月17日～ 10月 30日、午前９時～午後４時
▽ところ　弘前地区環境整備センタープラザ棟（町田字筒井）２階
研修室
▽テーマ　「廃包装材を使ったもの」
■問弘前地区環境整備センタープラザ棟（☎ 36・3388、受付時間
は午前９時～午後４時）
※月曜日は休み。月曜日が祝日の場合は翌日が休み。10月２日（日）
は設備点検のため、臨時休館します。

第 11 回廃品おもしろ工夫展
in プラザ棟
＆みんなで選ぶプラザ賞
展示と一般投票


