
88 9ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.７.１５

市政情報
Town Information

 

　   暮らしの
nformation

●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

 

 

カードを配布）。
▽ところ　こども絵本の森
▽内容　絵本に関するクイズの答え
をカードに記入してください。全問
正解者には、おめでとうカードと景
品をプレゼント（先着50人）。
▽対象　小学生以下
▽参加料　無料
■問こども絵本の森（☎ 35・0155、
毎月第３木曜日は休み）

「森山」に草花を植える会

　岩木山のふもとにある「森山」に
草花を植えてみませんか。自宅の庭
や鉢で楽しんでいる草花を持ち寄っ
て植えることができます。今回はギ
ボウシを主体に植えます。
▽とき　７月23 日（日）
　　　　午前９時～ 11 時半
※当日は、午前９時までに、岩木山
観光協会（百沢字裾野）に集合。徒
歩で森山に向かいます。
▽対象　草花が好きで、山歩きがで
きる人（子ども連れでの参加も可）
▽参加料　無料
▽持ち物　草花を植える道具（ス
コップなど）
※植える草花がない人は、申込時に
相談を。
■問 7月 21日までに、岩木山観光協
会（☎ 83・3000）へ。

こどもの森7月の催し

◎カブト・クワガタ展
▽とき　7月 23日～８月 6日の午
前8時半～午後4時半
▽ところ　こどもの森（坂元字山元）
▽内容　カブトムシやクワガタの飼
育展示をします。
▽観覧料　無料
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／みどりの協会（☎
33・8733）

こどもアート
体験ひろば2017
　市内の文化芸術団体の協力で、音
楽、美術などさまざまなアートが体
験できるイベントを開催します。

▽とき　７月 23 日（日）、午前９
時45 分～午後１時（体験コーナー
は午後０時45 分まで）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　体験コーナー（弦楽器、管
楽器、マンドリン、琴、日本舞踊、
茶道、せん茶道、指人形づくり、書
道、絵画、籐工芸、生け花、焼き物、
バルーンアート、ねぷた絵の色付け、
オリジナルうちわ作り）／午後０時
45分～=三味線ライブ（弘前大学
津軽三味線サークル）
▽対象　小学生（親子での参加も可）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要で、当日は
自由に参加できますが、コーナーに
よっては定員を超えた場合、体験で
きないことがあります。
■問生涯学習課（☎ 82・1641）

体験してみよう！裁判員裁判

　裁判について詳しく知ることがで
きる裁判所体験見学会です。
▽とき　７月26日（水）
　　　　午後２時～４時半
▽ところ　青森地方裁判所（青森市
長島１丁目）
▽内容　裁判員模擬裁判の体験など
▽対象　小学校５・６年生＝25 人
（先着順、保護者の同伴可）
※事前の電話申し込みが必要。
■問青森地方裁判所（☎青森 017・
722・5421〈午前９時～午後５時〉）

弥生いこいの広場の催し

◎ハリネズミとのふれあいとアライ
グマのエサやり体験
▽とき　7月 30日（日）
　　　　午前11時半～
▽対象　動物広場入場者
▽参加料　無料（動物広場入場料が
必要）
※事前の申し込みは不要。
◎ Summer スクール「飼育員の
お仕事体験」
　動物広場にいる動物たちのお世話
をする体験ができます。1日飼育員
になろう！
▽とき　8月 5日（土）、午前 9時

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎舞踏家雪雄子による舞踏ワーク
ショップとセミナー
▽とき　第１部…７月 22 日、午
後１時半～３時／第２部…７月 23
日、午後１時半～３時
▽内容　土方巽「病める舞姫」～身
体言語を読み解く
◎夏休み！親子で電動ロクロ体験
▽とき　７月 28 日・29 日の午前
10時～午後３時
▽講師　小山陽久さん、佐藤学さん
（津軽千代造窯）
▽定員　20人
※事前の申し込みが必要。
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽参加料　1,500円
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

夏休みおはなし会

▽とき　７月22日（土）
　　　　午後２時～２時40分
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽語り手　東北女子大学児童学研究
部
▽対象　小学生以下＝80人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

夏休みおはなしクイズラリー
　こども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階）閲覧室内に掲示する「おはな
しクイズ」にチャレンジしよう。
▽とき　７月22日～８月 20日
※回答カードの配布は、７月22日
の午前 10時からこども絵本の森
（駅前町、ヒロロ３階）受付カウン
ターで行います（クイズラリー開催
期間中は８月 17日を除き毎日回答

～午後2時　
※現地集合・解散。
▽体験内容　獣舎の清掃、エサの準
備、エサやりなど動物のお世話
▽対象　小学生＝15人（先着順）
※ 7月 15 日から申し込み受け付
け。
▽参加料　300 円（豚汁、ジュー
ス代を含む）
▽持ち物　おにぎり、タオル、着替
え、帽子、長靴、手袋
◎Mission!! 昆虫お兄さんを探せ !
　昆虫お兄さんを探し出すと、カブ
トムシがもらえます。なお、ダミー
の昆虫お兄さんが紛れているので、
ご注意ください。
▽とき　8月 6日（日）
　　　　午前10時～正午
※雨天中止。カブトムシが無くなり
次第終了。
▽参加料　無料　
※動物広場入園料が必要となる場合
があります。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

岩木夏まつり

　ねぷたの合同運行、パレード、夜
店など盛りだくさんのイベントが、
賀田商店街を舞台に行われます。
▽とき　７月30日・31日
▽ところ　賀田通り、岩木文化セン
ターあそべーる（賀田１丁目）周辺
▽内容　獅子舞披露／よさこい＆ね
ぷた運行／岩木ファミリーバンドラ
イブ／ヒップホップ・ストリートダ
ンス／フラ＆タヒチアンダンスなど
■問岩木夏まつり実行委員会事務局
（岩木山商工会内、☎ 82・3325）

弘前公園武徳殿の夏企画
津軽「漆」ワークショップ
　津軽塗りの一部工程（研ぎ出し）
が体験できます。
▽とき　８月１日～６日の午前 10
時～午後３時
▽ところ　武徳殿休憩所（弘前公園

内）
▽体験時間　約 30分（製品により
時間がかかる場合があります）
▽体験料　有料（別途入園料が必要）
■問みどりの協会（☎ 33・8733）

藤田記念庭園８月のイベント

◎８月の夜間開園
　弘前ねぷたまつりやお盆期間中に
特別開園します。また、切り絵展の
ライトアップも行います。
▽とき　８月１日～４日、13日～
15日、午後５時～９時
▽ところ　洋館（藤田謙一資料室）、
高台部、低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子ども
＝100円
◎青柳省吾切り絵展
▽とき　８月１日～ 15日、午前９
時～午後５時（夜間開園中は午後９
時まで）
▽ところ　和館
▽観覧料　無料（ただし、入園料は
必要）
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

ヒロロスクエアのイベント

【親子で英語体験１. ２. ３!】
▽とき　８月３日（木）
　　　　午前10時半～ 11時半
▽ところ　ヒロロ
（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽対象　０歳～就
学前の子どもとそ
の保護者＝ 25 組
（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込み
が必要。
【DANCE 交流文化祭 2017】
　ダンスの部活やサークル、同好会
単位での成果発表・交流の場です。
▽とき　８月４日（金）
　　　　午後０時半～７時
▽ところ　ヒロロ (駅前町）４階市
民文化交流館ホール
▽入場料　2,000 円
▽チケット取扱所　ヒロロ（１階イ
ンフォメーション、３階市民文化交

流館窓口）、ひろさき芸術舞踊実行
委員会（山道町）
■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〉）

第３回日本・台湾友好音楽祭

▽日程と内容　８月６日（日）、①
ワークショップ（月琴、三味線、手
踊り）＝午後１時～２時、先着 30
人（当日午前 10時から３階多世代
交流室Aで受付）／②交流演奏会
（津軽郷土芸能、津軽民謡、台湾月
琴民謡）＝午後２時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽参加料　無料
■問 弘 前 市 民 俗 芸 能 保 存 連 合
会（津軽三味線ライブあいや
内、 ☎ 40・2007、 ■Ｅ info@
shibutanikazuo.com）
※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。
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ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会　月面クレーターを観
察しよう
▽とき　８月５日（土）、午後７
時～９時半
★観察会　ペルセウス座流星群
を観察しよう
▽とき　８月 12 日（土）、午後
７時～９時半
★観察会　こと座とはくちょう
座アレビレオを観察しよう
▽とき　８月 19 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（水木在家字桜井）天文台
▽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）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休館）


