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▽対象　ポニー乗馬は小学生まで
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　荒天時は中止または開催
時間を短縮する場合があります。ま
た、参加者が多数の場合や動物の体
調によっては体験できない場合があ
ります。

【大人の防災～防災準備と備蓄クッ
キング～】
　家庭で役立つ「防災知識」を楽し
く学びます。
▽とき　９月 29 日（金）
　　　　午前 10 時～正午
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽内容　女性消防団と防災士によ
る、缶詰を使った備蓄品の調理と試
食、消火器体験、災害対策カードゲ
ーム
▽対象  市民＝ 20 人（先着順）
▽参加料  無料
※事前の申し込みが必要。
■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〉）

藤田記念庭園 秋のイベント

◎秋の名月会
　ライトアップした幻想的な空間
で、秋の夜長を満喫しませんか。
▽とき　9 月 23 日・24 日の午後
５時～９時
▽ところ　洋館（藤田謙一資料室）、
高台部、低地部
▽内容　23 日…篠笛演奏会（午後
6 時～）、24 日…笛博コンサート（午
後６時～）、両日…中国茶会（午後
５時～８時）
▽入園料　無料（中国茶会はお茶代
として別途 1,000 円が必要）　　
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

弥生いこいの広場の催し

◎工作教室
▽とき　９月 24 日（日）
　　　　午前 10 時～
▽内容　鳥の羽のストラップ作り
※材料がなくなり次第終了。
◎動物広場イベント
▽とき　９月 24 日（日）
　　　　午前 11 時半～
▽内容　動物のエサやり体験　

※どの動物にエサをあげるかは当日
までのお楽しみ。
▽対象　動物広場入場者
※動物広場入場料が必要。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 弥 生 い こ い の 広 場（ ☎ 96・
2117）

フランス日和
マルシェ 2017
　市内のパン屋、雑貨屋、地元野菜
の販売、フランス菓子の試食など、
フランス風マルシェを体験できるイ
ベントです。フランス語のメッセー
ジカード作りや手回しオルガンの演
奏体験もできます。
▽とき　９月 30 日（土）
　　　　午前 10 時半～午後３時
▽ところ　蓬莱広場（土手町）
▽入場料　無料
■問 弘前グローカル・アクション

（山内さん、☎携帯 080・1831・
4922）
※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。

星空観察会 in プラネ＆天文台

【天の川見えるかな？夏の星座＆秋
の星座満喫ツアー】
▽とき　９月 24 日（日 )
　　　　午後６時～９時
※午後５時半から弘前文化センター

（下白銀町）３階プラネタリウムで
受け付けし、プラネタリウム観覧後、
バスで星と森のロマントピア天文台

（水木在家字桜井）に移動。弘前文
化センターに帰館後解散。
▽内容　プラネタリウムで、天の川
や夏の星座、秋の星座の特徴を覚え
てから、天文台「銀河」で大型望遠
鏡や双眼鏡を使って天体観察を行い
ます

▽講師　黒石すばるの会
▽対象　市民＝ 50 人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。
▽参加料　500 円
▽その他　食事の時間を設けますの
で軽食の用意を／天文台では雨天時
のプログラムも用意しています／プ
ラネタリウムまたは天文台いずれか
のみの参加はできません／防寒具の
持参を
▽申し込み方法　９月 21 日まで
に、電話かファクスまたはＥメール

（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で、申し込みを。
■問 中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

登山の集い

▽とき　10 月１日（日）
　　　　午前６時集合
▽集合　克雪トレーニングセンター

（豊田２丁目）向かいの駐車場
▽コース　七時雨山（岩手県八幡平
市）
※天候等によっては内容が変更にな
る場合があります。
▽定員　10 人（先着順）
▽参加料　5,500 円（保険料、写
真代、交通費など）
▽申し込み方法　９月 19 日まで
に、はがきかＥメール（住所・氏
名・生年月日・性別・電話番号を記
入）またはホームページ（http://
www.hirosakirousan.net/) か
ら、弘前勤労者山岳会（〒 036・
8115、広野１丁目 16 の 11、竹
内豪あて、■Ｅ kndrm915@yahoo.
co.jp）へ。
■問弘前勤労者山岳会（竹内さん、☎
携帯 090・7074・3979）

弘前図書館バリアフリー映画会

　目や耳の不自由な人も楽しめる上
映会を行います。
▽とき　10 月８日（日）、午後２
時半～４時 50 分（開場は午後２時）
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽内容　映画「武士の家計簿」の
DVD 上映
▽定員　60 人（先着順）

※事前の申し込みが必要ですが、定
員に満たない場合は当日参加も可。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

宝くじ文化公演
～前進座公演

「たいこどんどん」～

　江戸から流された主人公たちが東
北各地で繰り広げる珍道中。元気と
生きる希望にあふれる芝居をぜひご
覧ください。
▽とき　11 月 25 日（土）、午後２
時半～（開場は午後２時）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽ 入 場 料（ 全 席 自 由 ）　 一 般 ＝
2,000（2,500）円／高校生以下
＝ 1,000（1,500）円
※（）は当日料金。宝くじ助成によ
る特別料金です。小学生未満は入場
不可。前売り券完売の場合、当日券
は販売しません。
▽発売開始　９月 15 日～
▽チケット販売所　弘前芸術鑑賞
会事務局（☎ 40・4082）、弘前文
化 セ ン タ ー（ ☎ 33・6571）、 ヒ
ロロ１階インフォメーション（☎
35・0123）、 市 民 会 館（ ☎ 32・
3374）、 中 三 弘 前 店（ ☎ 34・
3131）で販売
※車いす席を希望する人は、弘前文
化センター（☎ 33・6571）へ問
い合わせを。
▽その他　会場の駐車スペースには
限りがありますので、なるべく公共
交通機関をご利用ください。
■問 文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）

子育て女性の再就職を支援

【カウンセリング】
　再就職したいけれども何から始め
たらいいか悩んでいる人を対象に、
キャリアカウンセラーが個別相談に
応じます。
▽とき　９月５日・12 日・19 日・
26 日、10 月３日の午後３時～５
時
▽ところ　JMTC 弘前教室（外崎
４丁目）
▽定員　10 人（先着順）

【再就職支援セミナー】
▽とき　９月７日、10 月７日の午
前 10 時～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▽テーマ　わたしらしい子育て・個
育て
▽定員　20 人（先
着順）
※無料の託児あり

（要予約）。
～共通事項～
▽参加料　無料
■問 子育て女性の就
職応援事業事務局

（JMTC 内、☎フリ
ーダイヤル 0120・
978・726）

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１・第３土曜日の午前
11 時～ 11 時半、第２・第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　「のりもの」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）

９月の
催し弘前図書館

人形劇団プーク公演

　日本屈指の人形劇団の公演ですの
で、皆さんぜひおいでください。
▽とき　９月 19 日（火）、午後６
時半～（開場は午後６時）
▽ところ　貞昌寺（新寺町）
▽演目　「三びきのやぎのがらがら
どん」「いつもちこくのおとこのこ」
▽入場料　1,000 円（３歳以上）
▽入場券販売所　貞昌寺、弘前市社
会教育協議会
■問 貞昌寺（☎ 32・1082）／弘前
市社会教育協議会（☎ 31・3010）

ヒロロスクエアのイベント

【ヒロロどうぶつランド】
▽とき　９月 24 日（日）の 午前
10 時～正午、午後１時～３時
※ポニーの乗馬…午前の部＝ 11 時
～正午／午後の部＝１時～２時
▽ところ　①ヒロロ（駅前町）と日
専連ビルの間の遊歩道、②ヒロロ３
階交流館窓口前ほか
▽内容　①ポニー乗馬体験、ウサ
ギ・モルモッ
ト・ヤギ・盲
導犬とのふれ
あい、弥生い
こいの広場Ｐ
Ｒコーナー、
②どうぶつク
イズコーナー

９
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　天の川とアンドロメダ
銀河を観察しよう
▽とき　９月９日（土）、午後７
時～９時半
▽ところ　星と森のロマントピア
（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、月曜日は休館〈月
曜日が祝日の場合は次の平日が休
館〉）

 教室・講座


