●弘前市役所

暮らしの
nformation
イベント
親子 de チャレンジ
スタンプラリー
▽期間 ８月１日〜 31 日（相馬ラ
イブラリーは８月２日〜）
▽内容 弘前図書館・岩木図書館・
相馬ライブラリー・こども絵本の森
をまわり、４つのスタンプを集めよ
う。一番最後の図書館で、集めたス
タンプを見せると景品をプレゼント。
※スタンプラリーの台紙は各図書館
で配布します。
▽参加料 無料
問 弘前図書館（下白銀町、☎ 32・
■
3794、16 日は休み）／岩木図書
館（ 賀 田 １ 丁 目、 ☎ 82・1651、
月曜日は休み）／相馬ライブラリー
（五所字野沢、☎ 84・2316、水曜
日は休み）／こども絵本の森（駅
前町、ヒロロ３階、☎ 35・0155、
16 日は休み）

藤田記念庭園８月のイベント
◎夜間開園
▽とき ８月１日〜４日、13 日〜
15 日の午後５時〜９時
▽ところ 洋館（藤田謙一資料室）
、

弘前図書館

８月の
催し

◎おたのしみおはなし会
▽ と き 4 日・18 日 の 午 前 11
時 〜 11 時 30 分 ／ 11 日・25
日の午後３時〜３時 30 分
▽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 「祭り・花火・海」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）
■
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☎ 35・1111 ／●岩木庁舎

☎ 82・3111 ／●相馬庁舎

☎ 84・2111

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

高台部、低地部
◎ちょきちょき切り絵展
▽とき ８月１日〜 15 日の午前９
時〜午後５時
▽観覧料 無料（入園料は必要）
▽ところ 和館
〜共通事項〜
▽入園料 大人 310 円、子供 100
円
問 藤田記念庭園（☎ 37・5525）
■

えほんのもりのおはなしかい
◎えほんのもりのおはなしかい
▽とき ８月５日・15 日の午前 10
時 30 分〜 11 時
▽対象 ０歳〜３歳の乳幼児とその
保護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽とき ８月 19 日・29 日の午前
10 時 30 分〜 11 時
▽内容 絵本の楽しみ方アドバイス
や手遊びなど
▽対象 ０歳児とその保護者
〜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
▽参加料 無料
※事前の申し込みは不要。ブックス
タートパック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）
、相馬ライブ
ラリー（五所字野沢）で引き換えが
できます。
問 こども絵本の森（☎ 35・0155）
■

「原爆と人間」パネル展
市では、核兵器の廃絶と世界平和
の実現を願い、平成 22 年 12 月に
平和都市を宣言しました。この関連
事業として、写真パネルで見る「原
爆と人間展」を開催します。
▽とき ８月７日〜 16 日の午前８

時 30 分〜午後５時（土・日曜日、
祝日を除く）
▽ところ 市役所１階市民ギャラ
リー
▽その他 希望者には写真パネルの
貸し出しも行いますので、問い合わ
せを（パネル展開催期間中は除く）
。
問 法務契約課（☎ 35・1137）
■

科学フェスティバル
in プラザ棟
Mr. マサックをはじめとする「ま
ちかど科学館（仮称）プロジェクト
会」の講師陣による「科学と３Ｒ・
エコのコラボ」の楽しいイベントで
す。
▽とき ８月 11 日・12 日の午前
９時 30 分〜午後３時 30 分
▽ところ 弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽内容 ステージ、実験・工作ブー
ス、ワークショップ
▽参加料 無料
※事前の申し込みは不要。
【無料シャトルバス運行】
▽区間 弘前駅城東口〜観光館バス
プール〜会場
▽発車時間 弘前駅城東口発…午前
８時 40 分、
11 時、
午後１時 20 分
（直
行便）
、２時 50 分（直行便）／会場
発…正午、午後２時、３時 40 分
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）

鳴海要記念陶房館の催し
◎ささやすゆきと絵本の仲間たち
▽とき ８月 11 日〜 19 日の午前
９時〜午後４時（最終日は午後３時
まで）
▽ところ 鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）

弘前市青年交流会
農家と出会える Fruits&BBQ
▽とき ８月 26 日（日）
、午前 10 時集合（雨天決行）
※午後４時解散予定。
▽集合・解散場所 市立観光館バスプール
▽内容 森の中の果樹園（十面沢字轡）で旬の果物狩りを体験した後、星と
森のロマントピア（水木在家字桜井）に移動し、バーベキューを楽しみなが
らの交流パーティーを行います。
▽対象 25 歳〜 50 歳の独身男女（男性は市内在住の農業青年）＝各 12 人
▽参加料 男性＝ 4,500 円、女性＝ 2,500 円
▽申し込み方法 ８月 17 日までに、電話かＥメール（住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、申し込みを。
問 弘前市青年交流会実行委員会事務局（市農業委員会事務局内、☎ 40・
■
Ｅ nougyou@city.hirosaki.lg.jp）へ。
7104、■

▽内容 絵本・紙芝居の原画と絵本
教室の生徒の作品展示
▽観覧料 無料
問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
■
2902、火曜日は休み）

ヒロロスクエアのイベント
◎ヒロロこども映画まつり
親子や孫と祖父母など、幅広い年
代が一緒に楽しんで鑑賞できるアニ
メーション作品を無料で上映します。
▽とき ８月 13 日・14 日の①午
前 11 時〜、②午後２時〜、③午後
３時〜、④午後４時 30 分〜
▽ところ 市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽上映作品 ①④「日本の昔ばなし」
（作品は日ごとに変わります）、②「銀
河鉄道の夜」、③「ふしぎの国のアリ
ス（13 日）」
「
、ピーターパン（14 日）」
※事前の申し込みは不要。詳しく
は ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
hirorosquare.jp）で確認を。
問 ヒロロスクエア賑わい創出委員
■
会事務局（市民文化交流館内、☎
35・0154〈午前８時 30 分〜午後
９時〉
）

郷土文学館企画展記念講演会
現在開催中の第 42 回企画展「名
編集長・加藤謙一 -『少年倶楽部』

から『漫画少年』へ -」を記念して、
講演会を開催します。
▽とき ８月 18 日（土）
、午後２
時〜３時
▽ところ 市立図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽テーマ 加藤謙一の人生を変えた
出会い
▽講師 加藤丈夫さん（国立公文書
館館長）
▽入場料 無料
問 郷土文学館（☎ 37・5505）
■
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座。

▽とき 8 月 19 日（日）
午前 11 時 30 分〜
▽ところ 動物広場
▽内容 動物のエサやり体験
※どの動物にエサをあげるかは当日
までのお楽しみ。
▽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。
〜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）
■

弥生いこいの広場の催し

こどもの森 ８月の催し

◎弥生いこいの広場キャンプ大会！
▽とき ８月 18 日…午前 11 時＝
受付開始、午後 5 時＝開会式／ 19
日…午前 11 時＝イベント終了（１
泊２日、雨天決行）
▽ところ オートキャンプ場
▽内容 じゃがいも収穫、工作教室、
ビンゴ大会、夜の動物観察など
▽定員 30 組（30 区画、先着順）
▽参加料 1 組（１区画）＝ 5,000
円
▽持ち物 キャンプに必要なもの
※テントなどのレンタル用品（有料）
も用意しています。
▽申し込み締め切り ８月 13 日
◎動物広場イベント

◎月例登山「盛夏の山 太陽の道」
▽とき ８月 26 日（日）
、午前９
時 30 分〜午後２時 30 分（雨天決
行）
▽持ち物 飲み物、昼食、タオル、
替えの下着・靴下、雨具
▽申し込み方法 ８月 25 日までに
電話で申し込みを。
◎カブト・クワガタ展
▽とき ８月５日までの午前８時
30 分〜午後４時 30 分
〜共通事項〜
▽参加料 無料
問 こどもの森ビジターセンター（坂
■
元 字 山 元、 ☎ 88・3923） ／ 市 み
どりの協会（☎ 33・8733）
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