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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　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）

10
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　10 月６日（木）、午
後７時～９時
▽ところ　星と森のロマントピア
天文台（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開館し、次の
平日が休館〉）

DOG FES IWAKI 2016

▽とき　10月 23日（日）
　　　　午前９時～午後３時
▽ところ　岩木青少年スポーツセン
ター（常盤野字湯段萢）第一多目的
広場
▽内容　①しつけ・ごはん・デンタ
ルケアのワークショップ／②ドッグ
スポーツ（アジリティ、フライング
ディスクドッグ）体験／③ドッグス
ポーツミニ大会／④愛犬と楽しめる
チャレンジゲーム／⑤小型犬・大型
犬・初心者用のドッグラン／⑥ペッ
トとの生活を楽しめる用品などの展
示・販売、動物愛護展示コーナー
▽参加料　①・③・④＝各500円、
②＝無料、⑤＝１頭300円
※事前の申し込みは不要。
▽その他　１年以内に接種した５種
以上の混合ワクチン・狂犬病予防接
種の証明書が必要。人間やほかの犬
に対して、攻撃性のないことや、そ
のほかドッグランコーナーの利用規
約をお守りください。
■問ワンアップツガル（宮川さん、☎
55・8540）

模擬裁判員裁判・裁判員制度
シンポジウム
▽日程と内容　
○模擬裁判員裁判＝ 10 月 23 日、
午後１時～４時…学生中心で上演
○裁判員制度シンポジウム＝ 10月
29日、午後２時半～６時…テーマ

「裁判員裁判と被告人の更生」
～共通事項～
▽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
▽参加料　無料
▽その他　裁判員経験者で、インタ
ビューに協力できる人やシンポジウ
ムに参加できる人を募集していま
す。詳しくは問い合わせを。
■問弘前大学人文社会科学部（平野さ
ん、☎39・3199）

第 55 回弘前市子どもの祭典

　市内の中学生と高校生の実行委員
が、子どもの目線で、子どもたちに
楽しんでもらえるプログラムを企画
している、年に１度の子どものため
の祭りです。
▽とき　11月３日（木・祝）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽テーマ　「GoGo ！輝けわらはん
ど」
▽内容　午前＝開会式、子どもの作
品展示会表彰式、舞台発表「観て、
聴いて、わくわくドキドキのショー
タイム！」／午後＝ 11 個の体験
コーナー（アートバルーンや屋台
コーナーなど）、子どもの作品展示
会、大抽選会、閉会式
▽入場料　無料
▽その他　会場で軽食を購入できま
す。自家用車での来場はご遠慮くだ
さい。
■問弘前市子どもの祭典実行委員会事
務局（弘前文化センター内、中央公
民館、☎33・6561、火曜日は休み）

青森土木フォーラム参加募集

　土木の理解を深めるとともに、土
木を志す人の人材育成のため、「く
らしと土木～観光」をテーマに講演
会、パネルディスカッションおよび
ポスター展を行います。ぜひおいで
ください。
【講演会・パネルディスカッション】
▽とき　11 月５日（土）、午後１
時～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　ファクスかＥメー

ル（住所・氏名・電話番号・ファク
ス番号を記入）で、10 月 21 日ま
でに、青森土木フォーラム実行委
員会（■Ｆ 0178・25・5018、 ■Ｅ
kouza@civil.hi-tech.ac.jp）へ。
【ポスター展】
▽とき　11 月５日の午前 10 時半
～午後８時、11月６日の午前９時
～午後５時
▽ところ　百石町展示館
▽入場料　無料
■問青森土木フォーラム実行委員会事
務局（☎八戸0178・25・8040）

ファミリー防災キャンプ

　さまざまな災害状況を想定した活
動を親子で体験します。
▽とき　11 月 12 日～ 13 日（１
泊２日）
▽ところ　梵珠少年自然の家（五所
川原市神山字殊ノ峰）
▽対象　小・中学生と保護者＝ 40
人
▽参加料　１人2,400円
▽募集期間　10月 17日～ 28日
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。
■問梵珠少年自然の家（☎五所川
原 0173・29・3303、〈 午 前
８時半～午後５時〉、■Ｈ http://
www.pref.aomori.lg.jp/bunka/
education/bonju_top_index.
html)

地域未来創生塾＠中央公民館

　大学教員、学生からの話題提供や
資料を使って、今後の地域づくり活
動に役立つワークショップを行いま
す。
▽日程と内容　10 月 12 日…「地
方鉄道の現状と活性化のあり方」
ローカル線についてみんなで考え
よう！／ 10月 26 日…「巨大都市
ニューヨークの誕生～摩天楼の頂と
その下に」
※時間はいずれも午後６時半から。
▽ところ　中央公民館（下白銀町）
第３会議室
▽対象　高校生以上の市民＝30人
▽参加料　無料

※事前の申し込みは不要。詳しくは
ホームページをご覧ください。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）／弘前大学人文社会
科学部地域未来創生センター（☎ 
39・3198、 ■Ｈ http://human.
cc.hirosaki-u.ac.jp/irrc/）

北の文学文脈講座

▽とき　10月 15日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽テーマ　「津軽方言詩の誕生」
▽講師　櫛引洋一さん（企画研究専
門官）
▽受講料　無料（観覧料が必要）
■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。

ターゲット・バードゴルフ
を体験しませんか
【講習会＆ストロークプレー】
▽とき　10月 16日（日）
　　　　午前９時～正午
▽持ち物　ゴルフ用手袋、タオル、
帽子、水筒（用具は主催側で用意し
ます）
▽申し込み方法　10 月 12 日まで
に、電話かファクス（氏名・年齢・
連絡先を記入）で申し込みを。
【体験教室】
▽とき　11 月上旬までの毎週土・
日曜日、午前９時～正午
▽持ち物　タオル、帽子、水筒
※事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽ところ　栄町河川敷運動広場（萢
中字中川原地内）
▽対象　市民
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
■問青森県ターゲット・バードゴル
フ連盟事務局（髙橋さん、☎兼■Ｆ
40・2125）

林檎の木のワークショップ

　りんごについて考えながら、その
木を使った工作を楽しみましょう。
▽とき　10月 16日（日）
　　　　午前10時～、午後１時～
▽ところ　土手町コミュニティパー

ク
▽講師　馬場拓也さんほか
▽対象　小学生以上＝各回10人
▽参加料　無料　
■問 10 月 13 日までに、技術教育研
究所（福眞さん、☎ 33・3141、
■Ｆ 32・7890、 ■Ｅ m-fukuma@
shinnihon-kyozai.com）へ。

コミュニケーションセミナー

「じぶん×しごと　コミュ力ＵＰ！」
　対人技能とコミュニケーションを
良好にするこつを知り、仕事と生活
の充実度を向上させるセミナーで
す。
▽とき　10月 17日（月）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽講師　栁澤ふじこさん（フリーア
ナウンサー・産業カウンセラー）
▽対象　フリーターまたは 45歳未
満の若年求職者など＝ 20 人程度
（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問ジョブカフェあおもり（☎青森
017・731・1311）

市民ボランティアによる
パソコン講座
【ワード 2010 入門講座】
▽とき　11 月２日・９日・16 日
の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　ワープロソフト（ワード
2010）を使用した基本的な操作技
術の習得
※ワード 2010 以外のバージョン
を使っている人は操作方法が異なり
ますので、ご注意ください。
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USB メモリ、
昼食
■問 10月 10日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎ 26・4800〈受
け付けは午前８時半～午後５時〉）
へ。

健やか女子クッキング教室

▽とき　10月 23日（日）
　　　　午前10時半～午後１時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　フルーツサンド、じゃがい
もガレット、なすのデザート
▽対象　市内に在住する 20 歳～
30歳代の女性または子育て中の女
性＝10人（先着順）
※無料の託児あり（先着５人）。
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し
■問 10 月 17 日までに、電話で弘前
市保健センター（☎37・3750）へ。

 教室・講座


