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弘前れんが倉庫美術館
プレイベント

【地平線と戯れる装置を作るた
めの一週間】
　現代美術家の小沢剛さん（東
京藝術大学教授）と同大先端芸
術表現科の学生たちが、ねぷた
の技法などを用いて制作した作
品を展示します。制作期間も含
め、自由に観覧することができ
ます。
▼制作期間　９月 18 日（水）
～23日（月・祝）
▼展示期間　９月 24 日（火）
～10月 20日（日）
▼ところ　旧紺屋町消防屯所
（紺屋町）
▼入場料　無料
■問弘前れんが倉庫美術館開館準
備室（弘前芸術創造株式会社、
☎070-1007-6144）

藤田記念庭園　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 21日（土）・22
日（日）、午後５時～８時
▼ところ　洋館（藤田謙一資料
室）、高台部、低地部
▼内容　21日…篠笛演奏会／
22日…鶴田流琵琶演奏会（共
に午後 6時から）／両日…中
国茶会（午後5時～）
▼入園料　無料（午後５時以降。

中国茶会は別途 1,000 円が必
要）
■問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

親子で自然観察会 in 弥生
スキー場跡地

　親子で弥生の生き物や植物を
観察してみませんか。
▼とき　９月21日（土）
　　　　午前10時～正午
▼集合　弥生いこいの広場（百
沢字東岩木山）オートキャンプ場
▼対象　小学生とその保護者＝
20組（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、雨具（雨天
時）、汚れてもよい服装（長袖、
長ズボン）、長靴、帽子、タオル、
手袋
▼申し込み方法　９月20日
（金）までに、電話かファクスま
たはＥメール（住所・氏名・年
齢〈学年〉・電話番号を記入）で
申し込みを。
■問公園緑地課（☎ 33-8739、
■Ｆ 33-8799、 ■Ｅ kouen@
city.hirosaki.lg.jp）

動物愛護週間イベント

　動物愛護と適正な環境につい
ての理解と関心を深めてもらう
ために、クイズや工作教室など
を開催します。
▼とき　9月 22 日（日）・23

日（月・祝）、午前９時～（工
作教室は10時～）
▼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）

動物ふれあいフェスティバ
ル 2019

▼とき　9月22日（日）・23日
（月・祝）、午前10時～午後4時
▼ところ　青森県動物愛護セン
ター（青森市大字宮田字玉水）
▼内容　動物ふれあい体験／乗
馬体験／獣医師なりきり体験／
狂犬病展示説明コーナー／犬の
しつけ方教室など
■問青森県動物愛護センター（☎
017-726-6100）

マタニティ＆ベビーフェス

▼とき　９月 23 日（月・祝）
午前10時～午後３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼内容　手作りベビー雑貨など
の販売、ハイハイ競争、ベビー
マッサージ体験ほか

【講演会】
▼とき　①午前 10時 30 分～
正午、②午後１時～３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール

▼テーマ　①「赤ちゃんにバン
ザイ」、②「乳幼児精神保健の
基礎と臨床～子どもの行動の見
立てと支援のために知っておき
たい乳幼児精神保健学～」
▼講師　渡辺久子さん（世界乳
幼児精神保健学会理事）
▼対象　①子育て中の人・妊婦
とその家族・興味のある人、②
子育て支援に関わる全ての専門
職の人
▼入場料　無料
※詳しくはヒロロスクエアホ
ー ム ペ ー ジ（http://www.
hirorosquare.jp/）で確認を。
■問駅前こどもの広場（☎ 35-
0156〈午前10時～午後６時〉）

能に親しむ集い～みんなで
「高砂」を謡いましょう！～

　結婚式などで謡われる謡曲
「高砂」を分かりやすく解説す
るほか、能面や装束の体験も行
います。
▼とき　９月 23 日（月・祝）
　　　　午後１時～２時30分
▼ところ　ラグリー（野田１丁目）
▼講師　上野朝義さん（観世流
能楽師）ほか
▼定員　100人
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問篠崎さん（☎ 37-5184、■Ｅ
family.shinozaky@nifty.
com）

弘前城植物園９月の催し

【弘前城植物園ボランティア募
集】
▼とき　9月 25日（水）
　　　　午前９時～午後４時
▼ところ　弘前城植物園
▼内容　除草、水やりなど
▼募集人数　10人程度

【秋の寄せ植え体験】
▼とき　9 月 28 日（土）、午

前10時～ 11時 30分
▼ところ　植物園内無料休憩所
▼内容　季節の花の寄せ植え
▼定員　20組（先着順）
▼参加料　1,500円（1鉢分）
▼持ち物　エプロン
※いずれも事前の申し込みが必
要。
■問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

弘前医療福祉大学
短期大学部特別講演会

▼とき　９月 25 日（水）、午
後２時 50分～５時（受け付け
は午後２時～）
▼ところ　弘前医療福祉大学（小
比内３丁目）４階セミナーホール
▼テーマ　「ドイツの介護福祉
の現状と日本の超高齢社会を考
える」
▼講師　結城康博さん（淑徳大
学総合福祉学部教授）
▼定員　200人（先着順）
▼参加料　無料
※詳しくはホームページ
（https://www.hirosakiuhw.
jp/）で確認を。
■問弘前医療福祉大学短期大学部
講演会係（☎27-1001）

harappa 映画館
「こんな愛もある」

　さまざまな愛をテーマにした
洋画３作品を上映します。
▼とき　９月 28 日（土）、①
午前 10時 30 分～＝「ジュリ
エッタ」、②午後１時 30 分～
＝「ライ麦畑の反逆児　ひとり
ぼっちのサリンジャー」、③午
後４時～＝「男と女、モントー
ク岬で」
▼ところ　弘前中三（土手町）
8階スペースアストロ
▼観覧料　前売り＝ 1,000 円
（１回券）、2,500 円（３回券）

／当日＝ 1,200 円（１回券）、
学生＝500円（１回券）
※１作品ごとに１回券が１枚必
要。
▼チケット取扱所　弘前中三、
まちなか情報センター、弘大生
協、コトリ cafe（百石町展示
館内）
■問 harappa 事務局（☎ 31-
0195〈平日の午前９時～午後
５時〉）
※平成 31年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。
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■…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
■…休み
★投影プログラム

【一般投影／ 45 分間】
▼テーマ　月
▼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　アンドロメダ物語
とお月さま
▼観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33-6561、
火曜日は休み）

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先


