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緑の相談所 10月の
催し

【展示会】
●青森県おもと名品展　８日～
10 日
●弘前盆栽研究会作品展　20 日
～ 24 日
●津軽盆栽会盆栽展　25 日～
31 日

【講習会など】
●シャコバサボテンの管理　８
日、午後１時半～３時半
●訪問相談　１日・22 日
※市内を対象とした庭木の出張相
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、ホトトギス、キ
ク、フジバカマなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１・３土曜日の午前
11 時～ 11 時半、第２・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　「食べもの」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）

弘前図書館 10月の
催し

 イベント

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　10 月１日・10 日の午前
10 時～ 11 時
▽集合場所　弘前城植物園南案内所
▽参加料　無料（入園料は必要）
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

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）　10
月１日・８日・15 日・22 日・29
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）　10 月８日・15 日・
22 日・29 日の午前９時半～正午
／市立博物館（☎ 35・0700）

【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）　10 月１日・８日・15 日・
22 日・29 日の午前 10 時～正午
／郷土文学館（☎ 37・5505）
■問各会場へ。

郷土文学館スポット企画展

【北の詩人たち－津軽方言詩－】
　高木恭造・一戸謙三ら若き詩人た
ちが発表した津軽独特の方言詩を紹
介します。
▽ 開 催 期 間　10 月 １ 日 ～ 11 月
30 日、午前９時～午後５時
※入館は午後４時半まで。
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
スポット企画展コーナー
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝ 50 円
※ 65 歳以上の市民、市内の小・中
学生や留学生、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。
■問郷土文学館（☎ 37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

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　10 月２日・12 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　10 月 16 日・26 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。

　ブックスタートパックの引き換え
は引換券到着日から１歳の誕生日月
末まで。こども絵本の森、弘前図書
館（下白銀町）、岩木図書館（賀田
１丁目）または相馬ライブラリー（五
所字野沢）で引き換えることができ
ます。
■問こども絵本の森（☎ 35・0155）

津軽塗伝統工芸士会作品展

▽とき　10 月７日～ 10 日、午前
９時～午後６時（最終日は午後５時
まで）
▽ところ　アスパム（青森市安方１
丁目）イベントホール
▽テーマ　「アクセサリー」
▽内容　作品の展示・販売／伝統工
芸士による実演／研ぎ出し体験（体
験料 1,000 円）
▽入場料　無料
■問 青森県漆器協同組合連合会（☎
35・3629）

講演会「高齢化社会におけ
る救急のはなし」
～高齢者救急出動の実情と緊急時の
対応～
▽とき　10 月８日（土）、午後１
時半～３時（受け付けは午後１時～）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）２階視聴覚室
▽講師　中畑時克さん（弘前医療福
祉大学短期大学部救急救命学科講
師）
▽定員　48 人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前医療福祉大学短期大学部（☎
27・1001、■Ｆ 27・1023）
※学園都市ひろさき高等教育機関コ
ンソーシアム活性化支援事業費補助
金対象事業。

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎花＆しずく写真展
▽とき　10 月８日～ 16 日の午前
９時～午後４時（最終日は午後３時
まで）

◎お茶のじかん、お酒の時間。
▽とき　10 月 29 日～ 11 月６日
の午前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）
▽観覧料　無料
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902、火曜日は休み）

柳家小きん独演会

　笑いと幸せを運ぶ落語です。
▽とき　10 月 9 日（日）
　　　　午後３時～
▽ところ　代官町 cafe ＆ bar
▽対象　市民＝ 50 人（先着順）
※定員を超えた場合は立ち見になり
ます。事前の申し込みは不要ですが、
事前申し込みで座席を確保します。
▽入場料　1,500 円
▽その他　独演会終了後、懇親会（定
員 20 人・先着順）を開催します。
出席希望者は早めに申し込みを。
■問 弘前柳家小きん後援会（三浦さ
ん、☎携帯 090・9741・6739〈午
後６時以降〉、■Ｅ mmmmmiura@
ezweb.ne.jp）

太宰治ドラマリーディング
秋の定期公演2016
　太宰治が描いた女性主人公の世界
にタイムトリップしてみませんか。
▽とき　10 月 10 日（月・祝）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　太宰治まなびの家（旧藤
田家住宅、御幸町）
▽上演作品（予定）　「女生徒」、「待
つ」、「燈籠」　
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。キング松
森町店の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携
帯 090・3123・3861） 
※平成 28 年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

弘前市生きがいセンター作品展

▽とき　10 月 12 日～ 14 日、午

前 10 時～午後５時（初日は正午か
ら、最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階美術展示室
▽内容　「生きがい教室」（クレヨン
画・書道）の受講者および「サーク
ル活動」（水墨画・絵手紙・折り紙
など）参加者の作品展示
■問 弘前市生きがいセンター（☎
38・0848、月曜日と祝日の翌日
は休館日）

化学に関する講演会

　化学に関する最先端の研究成果を
わかりやすく解説します。ぜひおい
でください。
▽とき　10 月 14 日（金）
　　　　午後２時～４時半
▽ところ　弘前大学理工学部（文京
町）２号館
▽内容　「フォトレドックス触媒反
応：電子と光を試薬とする触媒反応」
…講師・小池隆司さん（東京工業大
学助教）／「ニトロゲナーゼの機能
モデルを志向した金属 - 硫黄クラス
ター」…講師・大木靖弘さん（名古
屋大学准教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前大学理工学部（太田さん、☎
39・3569）

弥生いこいの広場の催し

◎ The 角切り
▽とき　10 月 14 日（金）
　　　　午後１時半～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
▽内容　ホンシュウジカの角切り見
学
▽参加料　無料（動物広場入場料は
必要）
■問 弥 生 い こ い の 広 場（ ☎ 96・
2117）

こどもの森10月の行事

◎月例登山「紅葉とキノコ　ライオ
ン岩登山」
▽とき　10 月 16 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。
◎木の実・草の実展
▽とき　10 月２日～ 16 日
▽入場料　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）

第４回
レディースゴルフコンペ
▽とき　10 月 23 日（日）
　　　　午前８時半集合
▽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）
▽対象　高校生以上の女性＝ 28 人

（７組）
▽参加料　3,500 円（昼食付き）
▽申し込み方法　10 月 18 日まで
に、電話で申し込みを。
■問 岩木川市民ゴルフ場（☎ 36・
7855）


