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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　お月さまと秋の星座た
ち
▽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　月の模様はなあに？
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

 イベント
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（絵本２冊
とアドバイス集など）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）・相馬ライブラリー（五所字野沢）
で引き換えができます。
■問こども絵本の森（☎ 35・0155）

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　①９月２日・②９月 16 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「認知症の方の言語
リハビリについて」／②講座「認知
症サポーター養成講座」
※①・②ともに体操を行います。
▽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)

認知症の人と家族のつどい

▽とき　９月 24 日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター

（宮園２丁目）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い  
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 認知症の人と家族の会青森県支
部（弘前地域世話人・中畑さん、☎
44・4959、午後６時以降 )

こどもの森９月の行事

◎バッタ展
▽とき　９月３日～ 18 日、午前８
時半～午後４時半
▽入場料　無料
◎月例登山「イヌワシの道　キノコ
探索」

▽とき　９月 17 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、替えの下
着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
～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）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎「青い森の瑠璃 2017」ガラス
作品展
▽とき　９月６日～ 11 日、午前９
時～午後４時（最終日は午後３時ま
で）
◎「電動ロクロを体験しませんか？」
▽とき　９月 22 日・23 日の午前
10 時～午後３時
▽内容　電動ロクロを使った器の制
作
▽講師　小山陽久さん・佐藤学さん

（津軽千代造窯）
▽参加料　1,500 円（材料費含む）
～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）

弘前城植物園 9 月の催し

◎弘前城植物園の散策ガイド
　市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　９月８日（金）　
      　  午前 10 時～ 11 時
▽集合　園内南案内所
▽参加料　無料（入園料は必要）
※事前の申し込みは不要。
◎秋の寄せ植え体験
▽とき　９月 16 日（土）
　　　　午前 10 時～ 11 時半
▽集合　園内無料休憩所
▽内容　季節の花の寄せ植え
▽定員　20 組（先着順）

※１組１鉢。事前の申し込みが必要。
▽参加料　1，500 円（材料費含む）
▽持ち物　エプロン、汚れてもいい
服装
◎バラ園のボランティア募集
▽ と き　 ９ 月 13 日・27 日、10
月４日・18 日の午前９時～正午　
※ 1 日のみの参加も可。
▽内容　バラ園内の除草、かん水、
せん定、花がら取りなど
▽定員　10 人程度
▽申し込み方法　植物園券売所や緑
の相談所に備え付けの申込用紙に必
要事項を記入の上、申し込みを。
▽申込期限　９月開催分…９月８日
／ 10 月開催分…９月 29 日
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

harappa 映画館
「忘れられない女性たち」
　弘前初上映のヨーロッパ映画３本
を上映します。
▽とき　９月 16 日（土）、①午前
10 時半～＝「キャロル」、②午後
１時半～＝「あの日のように抱きし
めて」、③午後３時 45 分～＝「ダ
ゲレオタイプの女」
▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペースアストロ
▽入場料　前売り券＝ 1,000 円（１
回券）、2,500 円（３回券）／当日
券＝ 1,200 円（１回券）／学生＝
500 円（１回券）
※１作品ごとに１回券１枚が必要。
▽チケット販売所　中三弘前店、紀
伊國屋書店弘前店、まちなか情報
センター、弘前大学生協、コトリ
café（百石町展示館内）
■問 harappa 事 務 局（ ☎ 31・
0195）
※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。

2017 嶽きみウォーク

　障がいのある人もない人も、共に
健やかに暮らすきっかけづくりを目
指し開催します。
▽とき　９月 18 日（月・祝）、午
前９時半～（受け付けは午前８時半
～）

岩木図書館
メエメエさんおはなし会
▽とき　９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。
■問岩木図書館（☎ 82・1651）

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　９月３日・13 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　３歳までの乳幼児とその保
護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽とき　９月 17 日・27 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、

▽集合　岩木山総合公園（百沢字裾
野）A 駐車場
▽ コ ー ス　 ロ ン グ コ ー ス（ 約
10km）…約３時間かけて嶽きみ畑
の中を歩く上級者向け／ショートコ
ース（約 3.5km）…歩きやすい初
級者向け
※車いすを使用の人はなるべく同伴
者と参加を。
▽定員　各コース 50 人（先着順）
▽参加料　300 円（傷害保険料を
含む）
▽その他　無料シャトルバスあり

（要予約、先着 25 人）／荒天など
で中止の場合は、前日の午後５時に
判断し、参加者に連絡します／当日
撮影した写真などは各メディアなど
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９月１日～ 11 日に、岩木山総合
公園（☎ 83・2311、午前９時～）へ。

カルチュアロード

▽とき　９月 17 日（日）、午前９
時半～午後３時半（雨天時は９月
24 日に延期、再雨天時は中止）
▽ところ　土手町通り
▽内容　各種サークルの発表や模擬
店の出店など
■問カルチュアロード実行委員会事務
局（☎ 34・2657）

岩木山嶽～ノルディック
ウォーキング２Days’～
▽とき　９月 23 日、10 月９日の
午前 10 時～午後２時（昼食会不参
加の人は午前で終了）
▽集合　青少年スポーツセンター

（常盤野字湯段萢）
▽ところ　岩木山嶽地区周辺
▽内容　嶽地区周辺を約１時間半か
けて歩き、終了後に希望者のみ昼食
会を行います

 緑の相談所
【展示会】
●シダ展　７日～ 11 日
●きのこ展　16 日・17 日

【講習会など】
●きのこの話　16 日、午後１時
半～３時半
●訪問相談　９日・23 日
※庭木の出張相談です（無料）。
電話で申し込みを。

【弘前城植物園…今月見られる花】
シュウメイギク、シュウカイドウ、
ハギ、ホトトギスなど
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

９月の
催し

▽定員　各回 20 人（先着順）
※１日のみの参加やポールなしでの
参加可。
▽参加料　１回 500 円（昼食代は
自己負担）
▽持ち物　リュック、飲み物、タオ
ル、ポール（有料
で貸し出しあり）
■問 弘前 B ＆ G 海
洋センター

（ ☎ 33・4545、
■Ｆ 33・4583）


