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緑の相談所

【展示会】
●観葉植物展　3日～ 19日
【講習会など】
●秋まき野菜の栽培　４日、午後
１時30分～３時 30分
●夏の病害虫防除法　18日、午
後１時30分～３時 30分
●訪問相談　４日・25日
※庭木の出張診断です（無料）。
電話で申し込みを。
【弘前城植物園…今月見られる花】
スモークツリー、ハス、ノウゼン
カズラ、ハギなど
■問緑の相談所（☎33・8737）

８月の
催し

８
月
の
投
影
日
程

□…一般投影を午後１時 30 分～、
午後３時～の２回投影
■…一般投影を午前10時30分～、
午後１時30分～、午後３時～の３
回投影
■…わくわく☆こどもプラネを午前
10 時 30 分～の１回、一般投影を
午後１時30分～、午後３時～の２
回投影　
■…スターウィーク特別投影を午前
10時 30分～、午後１時30分～、
午後３時～の３回投影　
■…休館日

★投影プログラム
【一般投影／ 45 分間】
▽テーマ　空を見上げて
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・中
学生、高校生＝120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。
【わくわく☆こどもプラネ／ 30 分
間】
▽テーマ　夏の夜空の大きな三角
▽観覧料　無料
【スターウィーク特別投影／ 30 分
間】
▽テーマ　火星がぼくらに会いにくる
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）
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藍で模様を入れたい木綿製品１点
※汚れてもよい服装でおいでを。
▽申し込み受け付け　８月５日、午
前９時～
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388〈午前９時～午
後４時、月曜日は休み〉）

ベテランズセミナー

▽とき　８月23日（木）
　　　　午前10時～ 11時 30分
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　「知っておきたい薬の知
識～くすりの正しい使い方～」
▽内容　薬の服用の適切なタイミン
グや量、方法や期間、飲みあわせの
良し悪しや副作用など、安全に服用
するための知識を分かりやすく解説
します。
▽講師　相馬渉さん（ファルマ弘前
薬局薬局長）
▽対象　おおむ
ね 60 歳以上の
市民＝ 30 人程
度（先着順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　８月 20 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）

弘前カウンセリング研究会
ワークショップ
　カウンセリングに関心があり、学
んでみたい人を対象にワークショッ
プ（講話と話し合い）を開催します。
▽とき　８月25日（土）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
茶室
▽内容　カウンセリングの視点から
“「話がかみあわない」のモトを考え

 

 

 

 
▽ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘沢）
▽ 内 容　「和の
昔っこ」の会に
よる昔っこ話、
猪久保真紀さん
（生田流宮城社師
範〈直門〉）ほか
による琴の演奏会
▽対象　市民＝20人（先着順）
▽参加料　3,000 円（お弁当、お
茶代を含む）
※事前の申し込みが必要。
■問 三浦造園（三浦さん、☎ 95・
2246、 ■Ｅ paysage@jomon.
ne.jp）

弘前公園スマートグラス
ガイドツアー
▽利用時間　①午前10 時30分～、
②午後2 時～
※所要時間約70分。上記以外の時
間も対応できます。事前にお問い合
わせください。
▽コース　藤田記念庭園（上白銀町）
～追手門～南内門～下乗橋～弘前城
天守～本丸展望所～武徳殿
▽対象　中学生以上（保護者の同意
があれば小学生以下の体験も可）。
▽体験料　1,000 円
▽対応言語　日本語、英語、韓国語、
中国語、タイ語、フランス語
■問 藤 田 記 念 庭 園 事 務 所（ ☎ 
37・5525、 ■Ｈ  http://www.
hirosakipark.or.jp /hujita/
stguide.html）

子ども小鼓クラブ体験教室

▽とき　８月～３月の第３土曜日、
午後１時30分～３時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第１･第２和室
▽内容　和楽器「小鼓」の打ち方・

 

の６ 長尾第２ビル４階、☎東京03・
3861・9417、 ■Ｆ 03・3861・
9418、 ■Ｅ info@komoriuta.jp、
■Ｈ http://www.komoriuta.jp）　

日独交流コンサート
ドイツ音楽の世界
▽とき　８月 30日（木）、午後７
時開演 （午後６時30分開場）
▽ところ　弘前大学創立50周年記
念会館みちのくホール（文京町）
▽入場料　一般＝3,000円、
学生＝1,500円、ペア＝
5,000円
▽チケット販売所
名曲喫茶ひまわり、ヒロ
ロ１階インフォメーショ
ン、弘前文化センター、
中三弘前店
■問日独交流コンサート実行委員会
（山形さん、☎携帯 090・5951・
6213)

第 41 回「愛の広場」
レクリエーションの集い
　心身障がい児者と家族、ボラン
ティア、市民がレクリエーションを
通して楽しく交流を深め、自らの活
動意欲を高めるとともに、社会生活
に融合することを願い開催します。
▽とき　９月 22日（土）、午前８
時45分～午後３時15分
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）
▽内容　午前＝○×クイズ、玉入
れ、大道芸（弘前大学大道芸サー
クルMOCHA）／午後＝のど自慢、
アルプスおとめ＆ライスボールライ
ブ、よさこい（弘前厚生学院こども
学科１年生）
▽参加料　無料
▽その他　ボランティアスタッフを
募集しています。希望者は９月７日
までに申し込みを。
■問弘前市社会福祉協議会（宮園２丁
目、☎33・1161、■Ｆ 33・1163）

十五夜を楽しむ会

　ライトアップした名勝「瑞楽園」
で十五夜を楽しみませんか。
▽とき　９月 24日（月・祝）、午
後６時～８時ごろ

 教室・講座

演奏体験、日常の礼儀作法
▽講師　望月太佐君衛さん（望月流
師範）
▽対象　市内の小・中学生＝各回５
人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具（小鼓は中央公
民館で用意します）
▽申し込み方法　各回の前日まで
に、電話かファクスまたはＥメール
（氏名・学年・電話番号・参加希望
日を記入）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）

現地歴史学習会

　巖鬼山神社と県重宝の津軽惣領主
信建の鰐口の由来についてお話しま
す。
▽とき　８月11日（土・祝）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　巖鬼山神社（十腰内字猿
沢）
▽集合　午後１時 20分までに、観
光館バスプールへ。（送迎バス利用）
※送迎バスを利用しない人は午後２
時までに現地へ集合。
▽講師　田澤正さん（郷土史研究家） 
▽定員　30人
▽参加料　1,000 円（資料代等）
▽申し込み方法　８月 10 日まで
に、電話で申し込みを。
■問弘前古文書教室（毛内さん、☎
33・4326、 福 士 さ ん、☎ 87・
4129）

藍染め体験教室

▽日程と内容　型紙作り＝８月 18
日の午前９時 30分～午後０時 30
分、藍染め体験＝８月 25日の午前
９時30分～正午
※２日間で１セットの講座です。
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）　
▽講師　齊藤サツ子さん（青森県環
境パートナーシップセンター会員）
▽対象　両日参加できる小学校５年
生以上＝20人（小学生は保護者同伴）
※申し込み多数の場合は、初参加の
人を優先します。
▽参加料　無料
▽持ち物　ハンカチやバッグなど、

る”
▽対象　市民＝20人
▽参加料　1,000 円（昼食・茶菓
代を含む）
▽申し込み方法　８月22日までに、
電話で申し込みを。
■問弘前カウンセリング研究会（土
田さん、☎ 87・4072、桜庭さん、
☎33・2435）

弘前城植物園
ボランティア募集
▽とき　８月22日（水）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　弘前城植物園
▽内容　草取り、かん水、
花苗植え
▽定員　10人程度
※事前の申し
込みが必要。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

ふれあいファミリー
コンサート
～東北の子守唄と童謡・唱歌～
　子守唄・童謡・唱歌などを通して、
親子の絆を再確認してみませんか？
▽とき　８月 25日（土）、午後１
時30分～（午後１時開場）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ホール
▽演奏曲（予定）　青森の子守唄、
江戸の子守唄、小さい秋みつけた、
夕やけ小やけなど
▽対象　市内および近隣市区町村の
住民＝500人（先着順）
▽参加料　無料（全席自由）
▽申し込み方法　８月 20 日まで
に、はがきかファクスまたはＥメー
ル（住所・氏名・電話番号・参加希
望人数を記入）で、申し込みを。
■問 日 本 子 守 唄 協 会（ 〒 111・
0053、東京都台東区浅草橋１の32


