
 イベント
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　10 月１日・11 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歳までの乳幼児と保護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽ と き　10 月 15 日・25 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歳児と保護者
～共通事項～
▽ところ　こども絵本の森（駅前
町、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）
または相馬ライブラリー（五所字
野沢）で引き換えることができま
す。
■問こども絵本の森（☎ 35・0155）

企画展「弥生時代日本最北・
東日本最古級の水田跡 砂沢遺跡」
　砂沢遺跡は、昭和 59 年から 63
年の調査で弥生時代前期の水田跡が
発見された貴重な遺跡です。期間中
は遺物の展示も行います。
▽とき　10 月３日～平成 30 年３
月 23 日の午前９時～午後５時
▽ところ　旧弘前市立図書館（下白
銀町、追手門広場内）２階展示コー
ナー
■問文化財課（☎ 82・1642）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎村上文憲彫刻　川口みさ子絵画　
二人展
▽とき　10 月５日～ 15 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
◎前掛けバック展～お出掛けに持っ
て行きたくなるバック集～
▽とき　10 月 21 日～ 30 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
◎電動ロクロを体験しませんか？
▽ と き　10 月 27 日・28 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）
▽内容　電動ロクロを使った器作り
▽対象　小学生以上
▽参加料　1,500 円（材料費ほか
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）

特別講演会
「自分の可能性を求めて」
▽とき　10 月７日（土）
　　　　午前11時～午後０時10分
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室

▽講師　成田真由美さん（パラリン
ピック競泳金メダリスト）
▽定員　100 人（先着順）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市国際スポーツプロジェクト
実行委員会事務局（文化スポーツ振
興課内、☎ 40・7115）

岩木山に並ぶ「森山」で
紅葉を楽しむ会
▽とき　10 月９日（月・祝）
　　　　午前９時～ 11 時ごろ
▽集合　岩木山観光協会（百沢字裾
野）
▽参加料　無料
▽ 持 ち 物　 雨 具、
山道を歩ける靴
▽定員　20 人
■問 10 月 ７ 日 ま で
に、岩木山観光協
会（☎ 83・3000）
へ。

第50回日本女子ソフトボール
１部リーグ青森大会開催
▽とき　10 月 14 日・15 日
▽ところ　はるか夢球場（豊田２丁
目）
▽試合日程　【10 月 14 日】午前 10
時半～…トヨタ自動車 VS 戸田中央
総合病院／午後１時～…伊予銀行
VS ビックカメラ高崎、【10 月 15 日】
午前 10 時半～…戸田中央総合病院
VS 伊予銀行、午後１時～…ビック
カメラ高崎 VS トヨタ自動車
▽入場料　前売り…一般＝ 1,000
円、中学・高校生＝ 600 円／当日
…一般 =1,400 円、中学・高校生
＝ 1,000 円
※小学生以下は無料。前売り券は、
はるか夢球場、笹森記念体育館、
克雪トレーニングセンター、市民
体育館、弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター、
河西体育センターで販売中。チケッ
トぴあ、ローソン、イープラス、
ＤＭＭでも販売します。
■問日本女子ソフトボールリーグ１部
青森大会実行委員会事務局（須郷さ
ん、☎携帯 090・2368・9744）

 

◎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　「食べ物」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 10月の
催し
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こどもの森 10 月の行事

◎月例登山「紅葉とキノコ　ライオ
ン岩登山」
▽とき　10 月 15 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
■問 10 月 14 日までに、こどもの森
ビジターセンター（☎ 88・3923）
／市みどりの協会（☎ 33・8733）
へ。

まちなかクラフト村
弘前工芸舎展示会

【木村木品製作所　花仕事・パン仕
事展】
　木のモノづくりの可能性を提案す
る展示会です。お得なアウトレット
商品の販売もしますので、どうぞお
気軽においでください。
▽とき　10 月 15 日（日）までの
午前９時～午後５時
▽ところ　藤田記念庭園匠館（下白銀
町、考古館）２階ギャラリースペース
■問商工政策課（☎ 35・1135）

弘前大学 COI ヘルシー
エイジング・イノベーション
フォーラム 2017

　「健やかに老いる社会」の実現と、
国民の健康寿命延伸および生活の
質・幸福度の向上を目指し、最先端
研究の成果などを紹介します。
▽とき　10 月 20 日（金）、午後１

時～ 5 時半
▽ところ　一橋講堂（東京都千代田
区一ツ橋、学術総合センター内） 大
ホール
▽内容　基調講演…講師・中路重之
さん（弘前大学特任教授）／特別講
演…講師・清水宏保さん（長野オリ
ンピック金メダリスト）、浜内千波
さん（料理研究家）／パネルディス
カッションなど
▽定員　500 人（先着順）
▽参加料　無料
■問 10 月 13 日までに、ファクスま
たはＥメール（氏名・会社名または
団体名・電話番号を記入）で、弘
前大学 COI 研究推進機構（☎ 39・
5538、 ■Ｆ 39・5205、 ■Ｅ coi_
info@hirosaki-u.ac.jp）へ。

弘前地域研究所一般公開

▽ と き　10 月 20 日・21 日 の 午
前９時半～午後４時
▽ところ　弘前地域研究所（扇町）
▽内容　弘前地域研究所ならではの
仕事体験、研究所設備の機器の紹
介、研究内容・研究成果の紹介、成
果品の展示・販売、県産酒（日本酒・
リンゴ酒）飲み比べ、木のおもちゃ
で遊ぼう、美容クリームの中のミク
ロの世界、発明相談会、微生物・デ
ザイン・美容・色に関するミニセミ
ナー、AR 体験など
※詳しくは問い合わせを。
■問弘前地域研究所（☎ 55・6740）

ライフ・プラン＆
キャリアプラン講演会
▽とき　10 月 22 日（日）
　　　　午後１時～３時 20 分

▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　「女性の心身の特性を知っ
て長く楽しく働くヒケツ」…講師・
対馬ルリ子さん（対馬ルリ子女性ラ
イフクリニック銀座院長）／「なり
たい自分をイメージするこれからの
キャリアデザイン」…講師・石岡百
合子さん（JOY 代表取締役）
▽参加料　無料
▽定員　100 人
■問 10 月 18 日までに、子育て支援
課（☎ 40・7038）へ。

プラネタリウム特別企画

【シンフォニック★プラネ
～木管楽器とピアノの音にのせて～】
▽とき　10 月 28 日（土）
           午後６時～８時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階プラネタリウム
▽内容　クラリ
ネットやサック
ス、ピアノの生
演 奏 と と も に、
秋の星空の特徴
や 物 語 を 交 え、
星座を投影します。
▽出演　織田千晶さん（クラリネッ
ト・サックス）、小野亜希さん（ピ
アノ）
▽対象　市民＝ 50 人（先着順、小
学生は保護者同伴）
▽参加料　無料
■問 10 月 27 日までに、電話かファ
ク ス ま た は Ｅ メ ー ル（ 住 所・ 氏
名・電話番号を記入）で、中央公民
館（ ☎ 33･6561、 ■Ｆ 33･4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

 

ひろさきハイカラ庭園
～仮装での来園大歓迎～

　大正浪漫あふれる藤田記念庭園を舞台に、人力車や
レトロバス運行、クラシックカー展示を行います。ま
た、その場で衣装に着替えての庭園散策や記念撮影な
ども開催。皆さんも「ハイカラ庭園」の主役になって
みませんか？

▽とき　10 月 7 日（土）・８日（日）の午前９時～
午後６時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
▽入場料　無料
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）
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