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　   暮らしの
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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　夏の星空探検ツアー
▽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　夏の天の川～電車にの
って～
▽観覧料　無料
■問 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
火曜日は休み）

７
月
の
投
影
日
程

７
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　七夕の星とヘルクレス
座Ｍ 13 星団を見よう
▽とき　７月７日（金）
　　　　午後７時～９時半
★観察会　夏の大三角と土星を見
よう
▽とき　７月 15 日（土）
　　　　午後７時～９時半
～共通事項～
▽ 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、月曜日は休み〈月
曜日が祝日の場合は次の平日が休
み〉）

 

 イベント
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）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎「へんてこ写真とオブジェ展」
▽とき　７月７日～ 17日の午前９
時～午後４時
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽内容　写真とオブジェの展示、写
真集・ポストカードの販売
▽観覧料　無料
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

弘前学院大学国語国文学会
夏季大会
▽とき　７月８日（土）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽内容　発表「『古事記』弟橘比売
命入水譚再考」…入江英弥さん（弘
前学院大学大学院文学研究科准教
授）／講演「仁徳天皇と石之日売の
伝承－琴と静歌－」…講師・畠山篤
さん（弘前学院大学大学院文学研究
科教授）
▽対象　市民
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学文学部事務（成田さ
ん、☎34・5211）

津軽デジタル風土記
構築記念講演会
　教育委員会が国文学研究資料館、
弘前大学などと覚書を交わし、弘前
図書館などに所蔵する古文書類のデ
ジタル化を進める 「津軽デジタル風
土記」を構築することを記念して開
催します。
▽とき　７月15日（土）
　　　　午後１時～３時50分 
▽ところ　弘前大学 50周年記念会

館（文京町）みちのくホール
※弘前大学構内の駐車場を利用でき
ますが、できるだけ公共交通機関を
ご利用ください。
▽内容　第１部「津軽デジタル風土
記の構築」プロジェクト覚書の締結
式／第２部＝講演「文献観光資源学
　津軽の魅力と文化を世界に発信！
～古典籍・歴史資料のデジタル公開
に向けて～」…講師・長谷川成一さ
ん（弘前大学名誉教授）、ロバート 
キャンベルさん（国文学研究資料館
館長）
▽定員　250人
▽入場料　無料
■問弘前大学教育
学 部（ 総 務 グ
ル ー プ 内「 津
軽デジタル風土
記」講演会係、
☎39・3325、■Ｆ 32・1478）

こどもの森７月の催し

◎月例登山「夏山登山 ライオン岩
ルート」
▽とき　７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　飲み物、昼食、タオル、
替えの下着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
◎カブト・クワガタ展
▽とき　７月 23日～８月６日、午
前８時半～午後４時半
▽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）／みどりの協会（☎
33・8733）

郷土文学館スポット企画展
北の文脈文学講座
【スポット企画展「石坂洋次郎‐エッ
セイに見る素顔」】
　石坂洋次郎の 15冊のエッセイ集
や写真を中心に展示します。
▽開催期間　７月１日～８月31日
▽観覧時間　午前９時～午後５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　７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　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　７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
※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

※入館は午後４時半まで。
【北の文脈文学講座】
▽とき　７月 15 日（土）、午後２
時～３時
▽テーマ　「石坂洋次郎ゆかりの地
について」
▽講師　齋藤三千政さん（郷土文学
研究家）
▽受講料　無料（観覧料は必要）
※事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
▽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。
※あおもり県民カレッジ単位認定講
座です。
■問郷土文学館（☎37・5505）

TOYOTA　GAZOO
Racing PARK in 弘前
▽とき　７月16日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　岩木山百沢スキー場（百
沢字東岩木山）
▽内容　ラリーチャレンジ 2017
のスペシャルステージの観戦、カー
ト試乗体験、子ども向けのコーナー
など
▽参加料　無料
※体験の申し込みは当日先着順。会
場に駐車場を用意していますが、満
車時は臨時駐車場をご利用ください
（無料シャトルバス運行あり）。
▽その他　当日撮影した写真などを
各メディアで使用する場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。
■問文化スポーツ振興課（☎40・7115、
■Ｈ http://toyotagazooracing.
com/jp/tgtp/）

弘前城植物園の催し

◎散策ガイド
　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　７月17日（月・祝）
　　　　午前10時～ 11時
▽集合　弘前城植物園南案内所
▽参加料　無料（入園料は必要）
※事前の申し込みは不要。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

弘前病院附属看護学校祭

▽とき　７月 21 日・22 日の午前
11時～午後３時
▽ところ　弘前病院附属看護学校
（富野町）
▽テーマ　「みてみよう　看護の世
界　深めよう　みんなの絆」
▽内容  模擬店、ステージ発表、学
校説明会、公開講座「体の音を聴い
てみよう」、看護技術体験など
■問弘前病院附属看護学校（☎ 32・
7771、■Ｈ http://www.aoi-mori.
net/̃kangaku/）

外国人留学生から直接聞ける
「世界のおはなし」
　アメリカ、中国、ニュージーラン
ド、ハンガリー、韓国、フランス、
ベトナム出身の留学生が、日本語で
母国や日本の印象を紹介します。
▽とき　７月22日（土）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽対象　各国の留学生と話してみた
い人、世界の国々に興味のある人＝
50人（先着順）
▽参加料　無料　 
■問７月 19 日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ  chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

岩木図書館の催し

◎メェメェさんおはなし会
▽とき　７月の毎週土曜日、午前
10時半～ 11時
▽ところ　岩木図書館（賀田１丁目）
児童室
▽内容　絵本の読み聞かせ
※事前の申し込みは不要。
◎ガリレオ望遠鏡をつくろう！

▽とき　７月 22 日（土）、午後１
時～２時半
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）視聴覚室
▽内容　藤田栄一さん（ロマントピ
ア天文台台長）による宇宙のおはな
し、ガリレオ望遠鏡の工作
▽対象　小学校３年生以上＝ 15人
（先着順）
▽参加料　150円
■問７月４日から、岩木図書館（☎
82・1651）へ。

△ロバート キャンベル


