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▽テーマ　「わが家のおいしいごは
ん」家族で一緒に作ろう、うちの自
慢メニュー
▽対象　親（保護者）と子（小学生）
の２人１組
▽調理の条件　食材費＝ 2,000 円
程度（４人分）／調理時間＝ 60 分

（盛り付け時間を含む）／５品まで
■問９月 20 日までに、弘前ガス（☎
27・9100）へ。

弘前公園スマートグラス
ガイドツアー
▽とき　３月 31 日までの午前 10
時半～、午後 2 時～（共に 70 分程
度）
▽コース　藤田記念庭園～追手門～
南内門～下乗橋～弘前城天守～本丸
展望所～武徳殿
▽対象　中学生以上
※保護者の同意があれば小学生以下
の体験も可。
▽体験料　1,000 円
▽対応言語　日本語、英語、韓国語、
中国語、タイ語、フランス語
■問みどりの協会（藤田記念庭園内、
☎ 37・5525）

お殿様・お姫様衣装着付け体験

▽期間　通年、午前９時～午後４時半

みんなで知ろう
がんフェスティバル
　がん患者やその家族の視点に立っ
た情報提供を推進し、広く市民に正
しいがんの情報を提供します。ぜひ
おいでください。
▽とき　８月 27 日（日）、午後０
時 45 分～４時半（開場は正午～）
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホール
▽対象　市民
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学医学部附属病院がん相談
支援センター（☎ 39・5174）

津軽の文化を感じよう

　大石武学流庭園を眺めながら、津
軽の郷土料理を楽しみませんか。
▽とき　９月２日（土）
　　　　午前 11 時～午後２時
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽対象　市民＝ 15 人（先着順）
▽参加料　2,000円（食事代として）
■問８月 25 日までに、三浦造園（三
浦さん、☎ 95・2246）へ。

第11回親子
クッキングコンテスト
　「食」を通じて親子のコミュニケー
ションを深めませんか。
▽とき　11 月 19 日（日）
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）調理学実習室

いてもいい写真 10 枚程度、色鉛筆、
はさみ、のり
▽申し込み方法　８月 7 日の８時半
から電話で受け付け
※参加者には、博物館オリジナル缶
バッジをプレゼントします。
■問市立博物館（☎ 35・0700）

弥生いこいの広場の催し

○弥生いこいの広場キャンプ大会！
▽とき　８月 19 日…受付開始＝午
前 11 時～、開会式＝午後５時／
20 日…じゃがいも収穫体験＝午前
10 時～、体験終了後自由解散
※雨天決行。
▽内容　工作教室、ビンゴ大会、夜
の動物観察など
▽対象　30 組
▽参加料　１組 5,000 円
▽持ち物　キャンプ用品一式
▽申し込み期限　８月 14 日（月）
▽その他　参加料は指定口座への振
り込みが必要。キャンプ用品はレン
タルできますが、数に限りがありま
す。料金など、詳しくは問い合わせ
を。
〇動物広場イベント
▽とき　８月 20 日（日）
　　　　午前 11 時半～
▽内容　動物のエサやり体験
▽対象　動物広場入場者
▽参加料　無料（ただし、動物広場
入場料が必要。）
※どの動物にエサをあげるかは当日
までのお楽しみです。事前の申し込
みは不要。
～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）

市立郷土文学館
企画展記念講演会
　現在開催中の第 41 回企画展「石
坂洋次郎展－『青い山脈』70 年－」
を記念して、講演会を開催します。
▽とき　８月 19 日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽テーマ　青い山脈 70 年－徳田秋
声・葛西善蔵・石坂洋次郎－

▽講師　森英一さん（金沢大学名誉
教授）
▽入場料　無料
■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。

第４回ほいくプラザ

  普段から認可保育所や認定こども
園で行われている保育（あそびから
まなび）を基本に６つのコーナーな
どを用意し、親子で一緒に楽しめる
催しです。たか丸くんも遊びに来ま
すので、ぜひおいでください。
▽とき　８月 20 日（日）
　　　　午前 10 時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　手作りコーナー、読み聞か
せ、パネルシアター、運動×リズム
あそびなど
▽対象　児童と保護者、市内教育・
保育関係者
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市保育研究会研修委員会（よ
うせい保育園内、武田さん、☎ 33・
3060）

藤田記念庭園８月のイベント

○切り絵ワークショップ
▽とき　８月 26 日（土）
　　　　午後５時半～午後８時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
洋館１階ホール
▽講師　青柳省吾さん（切り絵作家）
▽参加料　500 円～
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

こどもの森８月の行事

◎月例登山「盛夏の山　太陽の道」
▽とき　８月 27 日（日）
　　　　午前９時半～午後２時半
▽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）
▽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。雨天決行。
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／みどりの協会（☎
33・8733）

博物館夏休みイベント
「楽しく作ろう！絵本作り体験」
▽とき　８月 19 日（土）
　　　　午後２時～３時ごろ
▽ところ　市民会館（下白銀町）2
階小会議室
▽内容　弘前の名所を集めた本に、
自分の写真を貼り付けて、弘前を紹
介する自分だけの本を作成
▽対象　小・中学生＝ 10 人程度（先
着順、保護者同伴可）
▽参加料　無料
▽持ち物　自分が写っている切り抜

▽ところ　弘前公園北の郭武徳殿
▽体験料　１着 500 円～ 1,000
円（別途入園料が必要）
■問みどりの協会（☎ 33・8733）

平成29年度白神自然環境
人材育成講座履修生募集
　弘前大学の教養科目と白神を深く
学ぶ特設科目を組み合わせた、総計
143 時間の講座です。実査やワー
クショップもあり、実践的に学べま
す。教養科目は、弘前大学の学生と
一緒に学べます。
▽募集説明会　とき…８月 10 日

（木）の午後６時半～／ところ…弘
前大学創立 50 周年記念会館（文京
町）２階岩木ホール
▽履修期間　平成 29 年９月末から
２年間
▽対象　①白神山地で今やっている
自分の活動を学術的にも考えたい
人、②白神山地をテーマに地域活性
化に取り組みたい人
▽受講料　７万円（半年ごとに 1
万 7,500 円を納入）
▽申請期間　８月 17 日～ 31 日
※詳しくは、ホームページの募集要
項をご覧ください。
■問 弘 前 大 学 生 涯 学 習 教 育 研
究 セ ン タ ー（ ☎ 39・3146、
■Ｅ sgcen te r@h i rosak i -u .
ac.jp、 ■Ｈ http://culture.
c c . h i r o s a k i - u . a c . j p /
sgcenter/）

◎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　「恐竜・怪獣・おばけ」
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 ８月の
催し

 
緑の相談所 ８月の

催し
【展示会】
●観葉植物展　４日～ 20 日

【講習会など】
●秋まき野菜の栽培　５日、午後
１時半～３時半
●アメリカシロヒトリの防除法　
19 日、午後１時半～３時半
●訪問相談　５日・26 日
※庭木の出張診断です（無料）。
電話で申し込みを。

【弘前城植物園…今月見られる花】
スモークツリー、ハス、ノウゼン
カズラ、ハギなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

 

　かつて、なぬかびにねぷたを水に流した風習を、
炎で流し送るという意味に置き換え、岩木川沿い
の土手を本ねぷたが運行する「ねぷた流し」とね
ぷたを炎で清め送る「なぬかびおくり」で、ねぷ
たまつりのフィナーレを飾ります。

▽時間と内容　８月７日（月）、午後５時開場
◎ステージイベント（午後５時～）
出演者…渋谷幸平、鳥井野獅子舞踊保存会、本間
愛音、よさこい桜会、木田俊之
※出演者は変更になる場合があります。
◎ねぷた流し（午後７時半～）
河川敷の土手を上流方面から下流方面へ運行。
◎ねぷたおくり（午後８時 10 分ごろ）
今年は初めて大型ねぷたを清め送ります。
▽ところ　岩木川河川敷（岩木茜橋近く）
▽入場料　無料
※雨天中止。会場への入場は、茜橋側からのみと
なりますのでご注意ください。
■問い合わせ先　観光政策課（☎ 35・1128）
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 教室・講座


