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 イベント
▽日程など　３階イベントスペー
ス・健康ホール、午前 10時～午後
３時
▽参加料　１人100円
▽内容　巨大だるま落とし、ブライ
ンドサッカー、プラズマカーレーシ
ングほか
○アキラボーイとタヌキチくんのデ
ジタルショー
▽日程など　４階市民文化交流館
ホール、午後２時～３時（午後１時
半開場）
▽入場料　無料
▽定員　200人（先着順）
【講演会　妻が僕を変えた日！～女
と男のいい関係～】
　５人の子どもを持つ講師が、普通
の男性が妻を支える気持ちになるま
でのエピソードを分かりやすくお話
しします。
▽とき　５月13日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　４階市民文化交流館ホー
ル
▽講師　広岡守穂さん（中央大学法
学部教授、ＮＰＯ推進ネット顧問）
▽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〉）

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　５月７日・17 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　０歳～３歳の乳幼児とその
保護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽とき　５月 21 日・31 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歳児とその保護者
～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

国指定名勝瑞楽園で癒しの
ひとときを味わいませんか
▽とき　５月６日（土）、午前 10
時～午後４時（お茶席は午後１時～
３時）
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽内容　陶芸品の鑑賞、お茶席体験
▽参加料　お茶席のみ 200 円（抹
茶・お菓子代として。先着50人）
※事前の申し込みは不要。
■問三浦造園（三浦さん、☎ 95・
2246）

リンゴとチューリップの
フェスティバル
　農場内では、学生実習で植え付
けた 15種１万球のチューリップと
57 種 1,200 本のリンゴの花を楽
しむことができます。
▽とき　５月 13 日・14 日の午前
10時～午後３時
▽ところ　弘前大学藤崎農場（藤崎
町藤崎）
▽入場料　無料
▽無料シャトルバス運行　弘前大学
事務局（文京町）～藤崎農場間を１
日２往復
※満席の場合は乗車できないことが
あります。途中下車はできません。

■問弘前大学農学生命科学部附属生物
共生教育研究センター藤崎農場（☎
75・3026）

ヒロロスクエアのイベント

【ヒロロだよ！全員集合！春の陣！】
　５月５日（金・祝）のこどもの日
は、ヒロロに全員集合！
○ヒロロ遊びの広場

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 ５ 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

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　北の星座と南の星座
▽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
齢や住所など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　大きい星座と小さい星
座
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

５
月
の
投
影
日
程

替えの下着・靴下
※事前の申し込みが必要。
◎春の生物展（５月７日まで）
▽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）

弘前大学金木・藤崎農場
親子体験学習
～ふれ合おう・人と自然と農業に～
▽日程と内容　①５月 27日＝羊の
毛刈り・田植え・ジャガイモ栽培／
②６月 17日＝リンゴの摘果・昆虫
採集／③９月 23日＝稲刈り・もち
つき体験・ジャガイモの収穫／④
10月７日＝リンゴの収穫・羊毛作
品作り／⑤10月 28日＝精米
※時間は、①～④＝午前９時半～正
午・午後１時～３時半（昼食の持参
を）／⑤＝午前９時半～正午。
▽ところ　①・③・⑤＝弘前大学金
木農場（五所川原市金木町芦野）／
②・④＝弘前大学藤崎農場（藤崎町
藤崎）
▽対象　①～⑤すべてに参加できる
親子＝25組（先着順）
※保護者１人につき小学生２人まで
（保護者が２人以上であれば小学生
と共に未就学児の参加も可）。
▽参加料　大人＝ 1,200 円（全５
日分。大人２人目からは１人につき
1,000円追加）／子ども＝無料
■問５月 19 日までに、弘前大学金
木農場（☎五所川原 0173・53・
2029〈平日の午前８時半～午後
５時〉、■Ｆ 0173・52・5137、■Ｅ
jm532029@hirosaki-u.ac.jp）
へ。

弘前市民の森で元気になろう

▽とき　５月～ 10月の毎月第２・
４土曜日、午前９時半～午後２時半
▽ところ　市民の森（一野渡）
▽集合　市民の森駐車場
※弘前文化センター、アートホテル
弘前シティ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、唱歌の合唱、陶
芸体験（５月 12 日、７月 14、９
月８日のみ）
▽参加料　１回 500 円（陶芸体験
は材料費として別途500円が必要）
※開催日の３日前までに申し込みを。
▽持ち物　昼食、飲み物、帽子
■問弘前市民の森の会（工藤さん、☎
35・6440）
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

岸さん、☎兼■Ｆ 39・3706、■Ｅ
hyama@hirosaki-u.ac.jp）へ。
■問弘前大学農学生命科学部（本多さ
ん、☎兼■Ｆ 39・3812

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　①５月13日・② 20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
ク多目的ホールＡ
▽内容　①講話「介護の基本① 排
泄」、②講話「認知症の種類と治療
について」
※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）

「地質の日」in弘前 2017

▽とき　５月14日（日）
　　　　午後１時半～３時ごろ
▽ところ　弘前大学理工学部（文京
町）１号館２番講義室
▽内容　講演「弘前大学における大
学院生の地質研究」
▽対象　おおむね高校生以上
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学理工学部地球環境防災学
科（根本さん、☎兼■Ｆ 39・3618）

こどもの森５月の行事

◎森開き
▽とき　５月14日（日）、午前10
時～（雨天決行）
▽催し物　記念苗木の無料配布、記
念くじ、オリエンテーリング
▽参加料　無料
◎月例登山 初夏のお山・太陽の道
ハイク
▽とき　５月 28 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、タオル、

弘大事務局発 藤崎農場着
9:15   9:45
13:00 13:30
藤崎農場発 弘大事務局着
11:00 11:30
14:45 15:15

※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。
■問こども絵本の森（☎ 35・0155）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
○縄文アクセサリー展
▽とき　５月７日までの午前９時～
午後４時（最終日は午後３時まで）
▽内容　エゾシカの角、陶、漆、ク
ルミ、貝を使ったアクセサリーの展
示・販売
○ワークショップ「縄文キーホル
ダーを作ろう」
▽とき　５月７日、午前 10時～午
後２時（随時受け付け）
▽参加料　1,000円
○毎日を古布で愉しむ二人展　　
▽とき　５月 25日～ 29日、午前
９時～午後４時
▽内容　古布で作った服・バッグ・
小物の展示・販売
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

白神研究会春の観察会

～春の白神散策 春植物・スプリン
グエフェメラルをみにいこう～
▽とき　５月13日（土）、午前10
時～午後２時（雨天決行）
▽集合　ビーチにしめや（西目屋村
田代）駐車場
※送迎を希望する人は、事前に申し
込みの上、当日の午前９時までに弘
前大学（文京町）正門に集合を。
▽コース　弘前大学白神自然環境研
究所附属白神自然観察園（西目屋村
川原平）
▽対象　小学校４年生以上＝ 20人
（先着順）
※小・中学生は保護者同伴。
▽参加料　１人1,000円
▽その他　持ち物など詳しくはお問
い合わせ下さい。
▽申し込み先　５月 10 日までに、
弘前大学白神自然環境研究所（山


