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時半）／９月 24日、午前 10時～
午後３時（パレードは午後１時～２
時半）
▽ところ　十和田市官庁街通り周辺
■問十和田市観光推進課（☎十和田
0176・51・6772、 ■Ｈ http://
aomori10shi.jp/）

聖康会病院ふれあいまつり

　心の健康相談（無料）や作品展示
などの催しを開催します。ささいな
ことでも気軽に相談できますので、
家族そろって気軽においでくださ
い。当日は模擬店も出店します。
▽とき　９月29日（金）
　　　　午前10時～午後１時半
▽ところ　聖康会病院（和泉２丁目）
デイケア棟
■問聖康会病院事務部（奈良さん、☎
27・4121）

こどもの森 10 月の行事

◎木の実・草の実展
▽とき　10 月１日～ 15 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）
▽入場料　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）

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　10月１日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▽集合　弘前城植物園（下白銀町）
南案内所
▽参加料　無料（入園料が必要）
※事前の申し込みは不要。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

第５回ひろレクデー

【「認知症」を知って地域で見守ろ
う！楽しく予防しよう！】
　認知症に対する正しい知識を身に
つけましょう。
▽とき　10月１日（日）
　　　　午前10時～午後２時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　認知症サポーター養成講座
＝午前 10時～ 11時半／予防方法
の体験（体力測定、ゲーム、ダンス
など）＝午前11時半～午後２時半
▽参加料　大人＝ 500 円、子ども
＝無料
※認知症サポーター養成講座は無
料。
■問ひろさきレクリエーション協
会事務局（☎携帯 070・3996・
3873）
※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。

人形劇団「つがる」
50 周年記念特別公演
　津軽弁での人形劇を上演し今年で
50年。節目を記念して人気演目を

岩木山 YOGA FESTIVAL

▽とき　９月23日（土・祝）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　岩木山桜林公園（百沢字
東岩木山）
▽内容　①県内インストラクターに
よるさまざまな種類のヨガ、ピラ
ティス、青竹踏みエクササイズの各
レッスン（１回 40分）＝午前 10
時半～、午前 11時 20分～、午後
０時 10 分～、午後１時～、午後
１時 50 分～、午後２時 40 分～
／②男ヨガ（講師・佐藤ゴウさん、
１回 90 分）＝午前 11 時～／③
BURNOUT～女版男ヨガ～（講師・
佐藤ゴウさん、１回 90分）＝午後
１時半～／出展ブース
▽参加料　①＝１回 500 円、②③
＝１回 3,500 円（アソベの森いわ
き荘入浴券付き）
▽ チ ケ ッ ト 販 売 所　LOCO 
STUDIO、集会所 indriya
■問岩木山 YOGA 実行委員会（安
藤 さ ん、 ☎ 携 帯 090・5596・
5397）
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

あおもり 10 市大祭典 in 十和田

　県内 10市の祭り・踊り・グルメ
が今年は十和田市に大集合！当市か
らは約８mの折りたたみ式大型ね
ぷたが市外へ初出陣します。
▽とき　９月 23日、午前 10時～
午後８時（パレードは午後６時～７

一挙にお見せします。
▽とき　10 月７日（土）、午後５
時半～（開場は午後５時）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽演目　「サルのムゴさま」「はんか
くせ小坊コ」「つがるバージョン白
雪姫」
▽入場料　高校生以上＝ 500 円、
中学生以下＝無料
▽チケット販売所　貞昌寺
■問貞昌寺（☎32・1082）

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 秋の定期公演
　臨場感あふれる朗読劇ステージで
す。
▽とき　10月９日（月・祝）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　太宰治まなびの家（旧藤
田家住宅、御幸町）
▽上演作品（予定）　「美男子と煙
草」、「フォスフォレッセンス」、「親
という二字」、「桜桃」
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。弘前厚生
学院の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携
帯090・3123・3861）
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

青森県精神保健福祉大会

　「みんなでめざそう こころの健
康」をテーマに、今年度は当市で開
催します。
▽とき　10月 11日（水）
　　　　午後０時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽内容　式典・表彰／講演「依存症
の現状と対応について」…講師・信
田さよ子さん（原宿カウンセリング
センター所長）／事例発表…竹田沙
織さん（藤代健生病院地域連携室主
任）、豊島幸弘さん（青森労働局職
業安定部職業対策課地域障害者雇用
担当官）、藤林百合子さん（ほほえ
みの会理事長）
▽入場料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問氏名・参加人数・電話番号を、青
森県精神保健福祉協会事務局（青森

県立精神保健福祉センター内、☎青
森 017・787・3951、 ■Ｆ 017・
787・3956）へ。

ヒロロスクエアのイベント

【親子で一緒に英語でハロウィン体
験 １．２．３！】
　英語の音を楽しみながら、親子で
ハロウィン体験ができます。
▽とき　10月 12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　就学前の乳幼児とその保護
者＝25組（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員会
事務局（☎ 35・0154〈午前８時
半～午後９時〉）

食育サミット　　　
「あおもりの食と健康かだろう」
　食べ物の不思議な力で学力・体力・
精神力アップ！食の改善で健康寿命
を延ばそう。
▽とき　10月 14日（土）
　　　　午後１時～５時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問東北女子大学地域資源活用研究セ
ンター（☎33・2289）
※詳しくは東北女子大学ホームペー
ジ（ ■Ｈ http://www.tojo.ac.jp）
をご覧ください。

魅惑のピアノトリオクラシック
コンサート
【フランスのエスプリ VS ブラーム
ス】
　弦楽器とピアノが奏でるクラシッ
ク音楽の甘美な響きを、壮麗な礼拝
堂でお楽しみください。
▽とき　10月 15日（日）、午後２
時～（開場は午後１時15分～）
▽ところ　弘前学院大学礼拝堂（稔
町）
▽出演　バイオリン＝初鹿野司さん
／ピアノ＝初鹿野久枝さん／チェロ
＝藤沢俊樹さん

▽入場料　前売り券＝ 1,000 円、
当日券＝1,500円
▽チケット販売所　カフェテラス 
ケララ、めん房たけや、紀伊國屋書
店弘前店、まちなか情報センター
■問ル・コンセール（和田さん、☎携
帯080・1679・3413）

日本栄養・食糧学会東北支部大会
50 周年記念講演会
▽とき　10 月 15 日（日）、午前
11時半～午後０時40分
▽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
▽テーマ　「栄養学はおもしろい」
▽講師　木村修一さん（東北大学・
昭和女子大学名誉教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学（前多さん、☎ 39・
3790）

樹木医と行く古木・名木めぐり

　古木・名木を樹木医がガイドしま
す。間近で観察し、自然の力強さを
感じてみませんか。
▽とき　10月 15日（日）、午前９
時～午後１時（雨天決行）
▽集合場所　緑の相談所（弘前公園
内）
▽ルート　①ハルニレ・サイカチ（板
柳町）→②シナノキ（鶴田町）→③
モミ（鶴田町）→④リンゴ（つがる
市）→⑤ラクウショウ（五所川原市）
→弘前公園解散
※バス移動あり。
▽対象　中学生以上＝ 20人 ( 先着
順）
▽参加料　1,000円
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　雨具、タオル、動きやす
い服装
▽受け付け開始　9月 25日～
■問市みどりの協会（☎33･8733）

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

　現在修理中の革秀寺の重要文化財津軽為信霊屋の特別公
開を行います。
▽日程と内容　10月８日（日）、彩色作業の見学＝午後
１時～２時、金ぱく押しの体験＝午後２時～（先着50人）
▽ところ　革秀寺（藤代１丁目）
▽その他　動きやすい服装・靴でおいでください。駐車場
がありますので、係員の誘導により駐車してください。
※事前の申し込みは不要。
■問　文化財課（☎82・1642）

革秀寺修理現場特別公開

▲金ぱく押し作業の様子


