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あおもりアビリンピック２０１９

　障がい者が日ごろ培った技能
を互いに競い合うイベントです。
▼日程など　９月 28日（土）、
午前９時 30 分～午後２時 30
分＝ビルクリーニング、喫茶サ
ービスを含む４種目／９月 29
日（日）、午前９時 30 分～午
後３時 30分＝ワード・プロセ
ッサＡ、ワード・プロセッサＢ
（知的障がい）を含む４種目
▼ところ　ポリテクセンター青
森（青森市中央３丁目）
※喫茶サービスはホテル青森
（青森市堤町１丁目）。
▼参加料　無料
■問 あおもりアビリンピック
2019実行委員会（高齢・障害・
求職者雇用支援機構青森支部高
齢・障害者業務課、☎ 017-
721-2125）

士の付く仕事博覧会
～資格の取り方・利用の仕方～

　弁護士をはじめとした８つの
士業についての博覧会です。
▼とき　９月 29 日（日）、①
午前 10 時 30 分～午後３時
30 分／②③午前 11 時～午後
３時

▼ところ　ヒロロ（駅前町）
３階、①多世代交流室２／②
多世代交流室１／③多世代交
流室Ｂ
▼内容　①士業それぞれの仕
事の紹介／②バッジ比べや士
業の仕事展示、「らの会」の紹
介、資格取得相談／③よろず
相談
▼入場料　無料
※③のみ９月 27日（金）まで
に事前の申し込みが必要。
■問専門家集団「らの会」（三上
さん、☎兼■Ｆ 38-1829、■Ｈ
https://blog.goo.ne.jp/
k-touge）
※平成 31年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

DOG FES IWAKI 2019

　犬と暮らすためのマナーやル
ールを学びながら、思いきり遊
べます。
▼とき　９月 29 日（日）、午
前９時30分～午後３時30分
※雨天時は 10 月 20 日（日）
に延期。
▼ところ　岩木青少年スポーツ
センター（常盤野字湯段萢）第
一多目的広場
▼内容　遊び方／ディスクドッ
グ／手作りケーキワークショッ

プ／プレイズタッチ／愛犬と楽
しむゲーム／初級ベストパート
ナーズ認定試験／小型～大型犬
初心者用ドッグラン／初心者向
けドッグスポーツ体験など
▼入場料　無料（ゲームなどに
参加する場合は別途 500 円が
必要）
※ゲームなどに参加する場合
は、ホームページ（https://
dogfes-iwaki.com/）から事
前の申し込みが必要。募集人数
に満たない場合、当日も受け付
けます。
▼その他　犬の健康状態などに
よっては入場をお断りする場合
や、登録証（鑑札）、各種予防
接種証明書の提示をお願いする
場合があります。
■問 DOG FES IWAKI 実 行委
員 会（ 宮 川 さ ん、 ☎ 55-
8540）
※平成 31年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

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　９月 29 日（日）、午
前９時～午後１時（雨天決行）
▼集合　緑の相談所（弘前公園
内）
▼ルート　イチイ→サワラ・
イチイ→サイカチ（ともに板
柳町）→シナノキ（鶴田町）
→弘前公園解散
※バス移動あり。
▼対象　中学生以上＝ 19 人
（先着順）
▼参加料　1,000円
▼持ち物　雨具、タオル、動き
やすい服装
▼申し込み受け付け　９月５日
（木）、午前9時～
■問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

 

　りんごの収穫作業が本格化する前に、
りんご公園で収穫の無事を祈念し「ひろ
さきりんご収穫祭」を開催します。
▼とき　９月21日（土）～23日（月・祝）の午前10時～午後３時
▼ところ　りんご公園（清水富田字寺沢）
▼イベント　RINGOMUSUMEライブ／りんご王国王さまおひ
ろめ／ 2ｍ巨大アップルパイ実演販売／地元アーティストなど
によるライブステージ／りんご棒パン製作体験／りんごカービ
ング／飴製作体験など
■問弘前市りんご公園まつり事業実行委員会事務局（りんご課内、
☎40-7105）

ひろさきりんご収穫祭

ひろさき「農の魅力」体験
ツアー第１弾

　市内農業者との交流を通し
て、農業の大切さや魅力を感じ
てみませんか。
▼とき　９月 29 日（日）、午
前９時30分～午後３時30分
※雨天決行。
▼集合　岩木総合支所（賀田１
丁目）東側駐車場
▼内容　ミニトマト収穫体験／
収穫物を使った昼食づくり／い
ちご収穫・パック詰め体験
▼対象　市内在住の小学校４年
生～６年生とその保護者（２人
1組）＝10組20人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　三角巾、布巾（２～
３枚）、エプロン、雨具、長靴、
汗拭きタオルなど
▼申し込み方法　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 農政課（☎ 40-0767、■Ｆ
32-3432、 ■Ｅ nousei@city.
hirosaki.lg.jp）

「体験してみよう！
裁判員裁判ＩＮ弘前」

▼とき　10 月８日（火）、午
後１時 20 分～３時 40 分（受

け付けは午後１時～）
▼ところ　青森地方裁判所弘前
支部（下白銀町）
▼内容　裁判員裁判の模擬体験
など
▼定員　30人
▼申し込み受け付け　９月９日
（月）、午前９時～
■問青森地方裁判所総務課（☎
017-722-5421）

おしごと体験広場
キッズハローワーク

　小学生を対象とした職業体験
と遊びのイベントです。家具職
人やドッグトレーナーなどのほ
か、弘前ならではの仕事も体験
できます。
▼とき　10月 20日（日）、午
前９時 45分～午後４時（受け
付けは午後３時まで）
▼ところ　弘前学院聖愛中学高
等学校（原ケ平字山元）
▼参加料　1,500 円（おしご
と手帳代金として）
※おしごと手帳は、９月１日
（日）からヒロロ（駅前町）
1 階インフォメーションでも
販売します（当日販売もあ
り）。
■問 SEEDS NETWORK（ ☎
36-9234）
※平成 31年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

 

　楽天イーグルスアカデミーコーチによる、未経
験者や初心者向けの野球教室です。
▼とき　９月20日（金）、午後６時～７時30分
▼ところ　はるか夢球場（豊田２丁目）
▼対象　野球チームに所属していない市内の年長児～小学校３年生
＝50人（先着順）
▼持ち物　動きやすい服装、飲み物、汗拭きタオル
▼申込期限　９月19日（木）
■問文化スポーツ課（☎40-7115）

楽天イーグルス野球教室

緑の相談所 ９月の
催し

【講習会】
●きのこの話
14日（土）
午後１時30分～３時30分
●デンドロビウムの栽培管理
21日（土）
午後１時30分～３時30分
【展示会】
●シダ展
５日（木）～８日（日）
●きのこ展
14日（土）～15日（日）
【訪問相談】
7日（土）・21日（土）
※庭木の出張診断です。電話
で申し込みを。
【今月見られる花】
シュウメイギク、シュウカイ
ドウ、ハギ、ホトトギスなど
■問 緑 の 相 談 所（ ☎ 33-
8737）

9
月
の
催
し

★観察会　中秋の名月を観察
しよう
▼と き　9 月 13 日（金）　
★観察会　天の川を楽しもう
▼とき　9 月 25 日（水）～
29日（日）
～共通事項～
▼時間　午後７時～９時
▼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～
９時 30分
■問星と森のロマントピア天文
台（☎ 84-2233）

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］
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