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▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽講師　菅野敦さん（東京学芸大学
教授）
▽入場料　無料（講演会参加者は
500円）
▽申し込み方法　ファクスまたはＥ
メール（氏名、連絡先を記入）で、
申し込みを。
■問ひまわりの会（桜庭さん、☎兼■Ｆ
33・1839、■Ｅ saku0730@kkd.
biglobe.ne.jp）

こどもアート体験ひろば2018

　さまざまなアートを一度に体験で
きるイベントを開催します。
▽とき　７月 22 日（日）、午前９
時 45分～午後２時（最終入場は午
後１時）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　体験コーナー（いけばな、
茶道、せん茶道、お琴、打楽器、弦
楽器・管楽器、日本舞踊、マンドリ
ン、書道、籐工芸、絵画、小鼓、や
きもの、バルーンアート）
▽対象　小学生（親子での来場も可）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要で、当日は
自由に参加できます。ただし、コー
ナーによっては定員を超えた場合、
体験できないことがあります。
■問生涯学習課（☎82・1641）

こどもの森 7 月の催し

◎カブト・クワガタ展
▽とき　7月 22日～８月５日
▽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）
▽内容　カブトムシやクワガタの飼
育展示
▽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）

白神酵母研究会

　白神山地から採取された酵母（弘
前大学白神酵母）の勉強会を開催し

ます。
▽とき　７月25日（水）
　　　　午後４時～５時
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホールB
▽内容　「弘前大学白神酵母」の研
究発表、活用商品の試飲など
▽参加料　無料
■問７月 24日までに、ひろさき産学
官連携フォーラム事務局（産業育成
課内、☎32・8106）へ。

弘前市老人クラブ連合会
芸能発表大会
▽とき　７月25日（水）、午前10
時 30分～午後３時
▽ところ　岩木文化センターあそ
べーる（賀田１丁目）
▽内容　市内老人クラブ会員による
踊りなどの芸能発表
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市老人クラブ連合会事務局
（☎36・3834）

弘前工業研究所 一般公開

　「見て、触れて、学べる！～見え
ない世界が見えてくる～」をテーマ
にした、小・中学生も楽しめる催し
です。
▽とき　７月 27 日・28 日の午前
９時30分～午後４時
▽ところ　弘前工業研究所（扇町）
▽内容　研究所設備機器の紹介、研
究内容・成果の紹介、成果品の展示・
販売、県産酒（日本酒、リンゴ酒）
の飲み比べ、木のおもちゃで遊ぼう、
実験体験（食べられるカビってなん
だ？、バスボム〈入浴剤〉を作ろう！）
など
▽参加料　無料　　　
※小学校低学年以下は保護者同伴／
飲み比べに参加する人は車での来場
はご遠慮ください。
■問弘前工業研究所（☎55・6740）

藤田記念庭園夜間開園

　９月までの毎月第４土曜日に夜間
開園を行います。ライトアップした

鳴海要記念陶房館の催し

◎電動ロクロを体験しませんか？
▽と き　７月 20 日・21 日・22
日の午前 10時～午後３時
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽講師　小山陽久さん、佐藤学さん
（津軽千代造窯）
▽対象　小学生以上
▽参加料　1,500 円（材料費含む）
※所要時間は約45分。予約優先。
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

夏休みおはなしクイズラリー

　こども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階）閲覧室内に掲示する「おはな
しクイズ」にチャレンジしよう。
▽とき　７月21日～８月 19日
※回答カードの配布は、７月 21日
の午前 10時からこども絵本の森受
付カウンターで行います（クイズラ
リー開催期間中は休館日を除き毎日
配布）。
▽ところ　こども絵本の森
▽内容　絵本に関するクイズの答え
をカードに記入してください。全問
正解者には、おめでとうカード・オ
リジナル塗り絵と景品をプレゼント
（景品は先着50人）。
▽対象　小学生以下
▽参加料　無料
■問こども絵本の森（☎ 35・0155、
第３木曜日は休み）

ひまわりの会発足 35 周年記念事業
～ぼくも、わたしもonly one！～
　日本ダウン症協会「JDS」青森・
弘前支部ひまわりの会発足 35周年
記念イベントを開催します。
▽とき　７月22日（日）、「ステー
ジパフォーマンス」＝午後０時30
分～２時、講演「将来をみすえて今、
何を大切に育てるのか・支援するの
か？」＝午後２時30分～４時30分

幻想的な空間で、庭園を散歩してみ
ませんか。
▽とき　７月28日（土）
　　　　午後５時～９時
※ねぷた期間に合わせて、８月１日
～４日も夜間開園を行います。
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）洋館（藤田謙一資料室）、高台部、
低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子供＝
100円
■問藤田記念庭園 (☎ 37・5525)

夏休みおはなし会

▽とき　７月28日（土）
　　　　午後２時～２時40分
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽語り手　しらゆり会
▽対象　小学生以下＝80人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

弥生いこいの広場の催し

◎動物広場エサやり体験
　どの動物にエサをあげるかは当日
までのお楽しみ！
▽とき　7月 29日（日）
　　　　午前11時 30分～
▽対象　動物広場入場者
▽参加料　無料（動物広場入場料が
必要）
※事前の申し込みは不要。
◎ Summer スクール「飼育員の
お仕事体験」
　動物広場にいる動物たちのお世話
をする体験ができます。1日飼育員
になろう！
▽とき　８月４日（土）
　　　　午前９時～午後２時　
※現地集合・解散。
▽体験内容　獣舎の清掃、エサの準
備、エサやりなど動物のお世話
▽対象　小学生＝15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　300 円（豚汁、ジュー
ス代を含む）
▽持ち物　おにぎり、タオル、着替
え、帽子、長靴、手袋

◎カブトムシ GET だぜ !
　ミッションを達成してカブトムシ
をゲットしよう !
▽とき　８月５日（日）
　　　　午前10時～正午
※雨天中止。カブトムシが無くなり
次第終了。
▽参加料　無料　
※動物広場入場料が必要となる場合
があります。
～共通事項～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

いわき夏まつり

▽とき　７月30日・31日
　　　　午後７時～
▽ところ　賀田通り、岩木文化セン
ターあそべーる（賀田１丁目）周辺
▽内容　浅草サンバ／獅子舞披露／
よさこい＆ねぷた運行／岩木ファミ
リーバンドライブ／ヒップホップ・
ストリートダンス／フラ＆タヒチア
ンダンスなど
■問岩木夏まつり実行委員会事務局
（岩木山商工会内、☎ 82・3325）

まちなかクラフト村
弘前工芸舎・夏企画
　市内の工芸品を一堂に会した夏限
定のセレクトショップです。
▽とき　７月31日～８月 19日
　　　　午前９時～午後５時
▽ところ　藤田記念庭園考古館（上
白銀町）２階ギャラリースペース
▽入場料　無料
■問商工政策課（☎35・1135）

「津軽塗」ワークショップ

　箸や iPhone ケース、USB メモ
リなどに津軽塗の一部工程（研ぎ出

し）が体験できます。
▽とき　８月１日～６日
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　武徳殿休憩所（弘前公園
内）
▽体験料　1,400 円～（別途入園
料が必要）
■問市みどりの協会（☎33・8733）

郷土文学館ラウンジの
ひととき
▽とき　８月４日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　郷土文学館（下白銀町）
２階ラウンジ
▽内容　「語る会」の皆さんによる
朗読「津軽の詩」
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※障がい者、65歳以上の市民、市
内の小・中学生や外国人留学生、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）

 イベント

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会　みずがめ座δ流星群を
見よう
▽とき　７月28日（土）
　　　　午後７時～９時
★観察会　大接近した火星を見よ
う
▽とき　７月31日（火）
　　　　午後７時～９時
～共通事項～
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）天文台
▽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30分）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎84・2233、月曜日は休館）


