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■問青森河川国道事務所計画課（☎青
森017・734・4529）

「弘前市民の森の会」の催し

【統合医療とこころ・からだの健康
づくり講演会】
▽とき　８月23日（水）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室２
▽内容　午後１時～＝講演会…講
師・蝦名玄大さん（宮城クリニック
院長）／午後２時半～＝押し花の栞、
抹茶の癒し体験
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
【弘前市民の森で元気になろう】
▽とき　10 月までの毎月第２・４
土曜日、午前９時半～午後３時
▽ところ　弘前市民の森（一野渡）
▽集合　弘前市民の森駐車場
※弘前文化センター発着。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（９月９日のみ）
▽参加料　１回500円
※陶芸体験は別途500円が必要。
▽持ち物　昼食、飲み物、帽子
▽申込締め切り　各実施日の3日前
■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％システム採択事業。

リーディングライブ
「卍の城物語」
▽とき　８月 23 日（水）、１回目
＝午後２時開演、２回目＝午後７時
開演
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽入場料　一般＝ 3,000 円／大学
生＝ 1,000 円／高校生以下＝無料
（全席自由）
▽チケット販売所　弘前芸術鑑賞会
事務局、ヒロロ、中三弘前店、紀伊
国屋書店弘前店、弘大生協シェリア、
市民会館、まちなか情報センター

■問弘前芸術鑑賞会事務局（本町、☎
40・4082）
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

市立郷土文学館スポット企画展
「没後 30 年高木恭造
方言詩と石坂洋次郎」

　「まるめろ」の方言詩人・高木恭
造と「青い山脈」の作家・石坂洋次
郎の共同著作など、方言詩をテーマ
に紹介します。
▽期間　９月１日～11月 30日
▽開催時間　午前９時～午後５時
※入館は午後４時半まで。
▽ところ　郷土文学館（下白銀町、
追手門広場内）
▽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。
■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。

こどもの森９月の行事

◎バッタ展　
▽とき　９月３日～ 18日の午前８
時半～午後４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）
▽観覧料　無料
■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）

青森県産業技術センター
参観デー
　９月７日・８日の午前９時～午後
４時（８日は午後３時まで）に、参
観デーを開催します。
【農林総合研究所参観デー】
▽ところ　農林総合研究所（黒石市
田中）
▽内容　農作物の試食・販売、肥料・
農薬相談、農業資材展示、ドローン

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎齊藤文麿水墨画展
▽とき　８月 16日～ 25日の午前
９時～午後４時（最終日は午後３時
まで）
▽観覧料　無料
◎電動ロクロ体験
▽とき　８月 25 日・26 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
※当日受け付けますが、事前の申し
込みもできます。
▽参加料　1,500 円
～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）　

岩木図書館
メェメェさんおはなし会
▽とき ８月 19 日・26 日の午前
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。
■問岩木図書館（☎ 82・1651）

岩木川改修・奥入瀬渓流
パネル展
　平成 30 年に 100 周年を迎える
「岩木川改修事業」や「奥入瀬渓流」
など、青森河川国道事務所の河川・
道路事業を周知するためパネル展を
開催します。
▽とき　８月 22日～ 29日の午前
８時半～午後９時（初日は午後１時
から、最終日は正午まで）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階大
町側エスカレーター付近
▽観覧料　無料

の飛行実演など
■問農林総合研究所総務室（☎ 52・
4346）
【りんご研究所参観デー】
▽ところ　りんご研究所（黒石市牡
丹平）
▽内容　りんごに関する研究成果の
資料展示、試験ほ場の公開、相談コー
ナー、講演会、試食販売など
※講演会は７日の午前 10時～ 11
時半、試食販売は 7日の午後１時
～ 2 時と 8 日の午前 10 時～ 11
時（なくなり次第終了）。７日はミ
スりんごが来ます。駐車場は東公園
（黒石市柵の木）のご利用を。
■問りんご研究所（☎52・2331）

「りんごの１年物語」最終章
　りんごの花摘みから収穫まで一連
の農作業を体験してもらう企画の最
終章「りんごもぎ」です。参加者に
はりんごをプレゼントします。
▽とき　９月 10 日（日）、午前９
時～11時（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山麓
（鼻和）
▽参加料　無料

▽持ち物　雨具、軍手、作業しやす
い服装
■問９月９日までに、フルーツ合衆
国（岩木山観光協会内、福澤さん、
☎兼■Ｆ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。

目の見えない人、見えにくい
人のための福祉展
▽とき　９月10日（日）
　　　　正午～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース、４階市民文化交流
館ホール
▽内容　目の見えない・見えにくい
人に便利な機器や日常生活用品を揃
え、約 20の出店ブースで紹介。体
験や相談もできます。
▽入場料　無料
■問青森県視覚障害者情報センター
（☎青森017・782・7799）

第 34 回レッツウォーク
お山参詣 参加者募集！ 
　今回は、「レッツウォークお山参詣」
に「ONSENガストロノミーウォー
キング」という企画を加えた体験ツ

アーを開催します。岩木山へ集団登
拝後、弘前ならではの食を体験し、
温泉で疲れを癒してみませんか。
▽とき　９月19日（火）
▽日程　受付…午前７時半（岩木文
化センター〈賀田１丁目〉あそべー
る玄関）／行列出発…午前８時半／
解散…午後３時ごろ
※天候により日程変更の場合あり。
▽定員　250人（先着順）
▽参加料　2,000円
▽注意　服装は上下とも白系統／約
6kmの歩行になるので歩きやすい
履き物でおいでください
■問８月 31日までに、レッツウォー
クお山参詣実行委員会事務局（百沢
字裾野、岩木山観光協会内、☎83・
3000、■Ｆ 83・3001）へ。

パン屋さんが
弘前図書館にやってくる！
▽とき　毎週土曜日、午前 11時半
～午後１時半（完売時は早期終了）
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階ロビー
▽内容　市内のパン工房「エイブル」
と「ゆいまある」によるパンの販売
■問弘前図書館（☎32・3794）
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●ヒロロスクエアの催し●

▽日程と内容　①９月
17日…第６回津軽民謡
りんご節世界大会、②
18日…第１回津軽三味
線腕くらべ
※ともに午前10時～。
▽ところ　４階市民文化
交流館ホール
▽定員　200 人（先着
順）
▽入場料　無料
■問弘前市民俗芸能保存
連合会事務局（☎ 40・
2007）

▽とき　９月９日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　３階健康ホール
▽内容　女性消防団や防災士を講師
とした「防火知識クイズDE人間す
ごろく」、サバイバルクッキング「袋
に入れるだけ！簡単親子丼」を作っ
てみよう！ほか
▽対象　小学生＝20人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申込みが必要。
■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）

9ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.  ８.１５

こどもの防災と
サバイバルクッキング

あおもり民謡の祭典
２０１７


