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　季節の花の
寄せ植えを楽
しみませんか。
▼とき　９月 17 日㈯、午前
10時～ 11時 30分
▼ところ　弘前城植物園内無料
休憩所
▼定員　10組（先着順／親子
で一鉢作成可）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　1,500円（1鉢分）
▼持ち物　エプロン
■■問問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

【月例登山『イヌワシ
の道　キノコ探訪』】
▼とき　９月 18 日
㈰、午前 9時 30 分
～午後 2時 30分（雨天決行）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　飲み物、昼食、替え
の下着・靴下、雨具

【バッタ展】
　バッタの仲間や
キリギリス、コオ
ロギなどの実物の
飼育展示をします。
▼とき　9 月 4 日㈰～ 19 日
㈪㈷の午前 8時 30 分～午後
4時 30分

秋の寄せ植え体験

こどもの森の催し

▼観覧料　無料
■■問問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

　影絵劇団かかし座による、子
どもから大人まで楽しめる手影
絵ショー（手影絵パフォーマン
ス、影絵体験、バックステージ
ツアー等）です。
▼とき　9月 18日㈰、午後１
時30分～ 2時 30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼定員　150人（先着順）
▼観覧料　無料
▼申し込み方法　9
月 3 日㈯の午前 8
時 30分から、電話、
窓口またはQRコードで申し
込みを。
　詳細はヒロロスクエアホーム
ページ（http://www.hiroro
square.jp）で確認してくださ
い。
■■問問市民文化交流館（ヒロロ３階、
☎ 35-0154、午前８時 30 分
～午後９時）

　地域のコミュニティとの不和
や偏見といった問題を取り入れ

Hand Shadow Show
～手影絵パフォーマンス～

映画『梅切らぬバカ』上映会

ながら、地域で
暮らす自閉症の
息子と母の絆と
深い愛を描いた
作品です。
▼とき　９月 18 日㈰、①午
前 10時 30 分～、②午後０時
30分～、③午後２時30分～
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階多目的ホー
ル
▼鑑賞券　前売り…一般・シニ
ア・大学生＝ 1,200 円／当日
…一般・シニア＝ 1,500 円、
大学生＝ 1,300 円、中学・高
校生＝800円
※小学生以下は無料。
▼前売券取扱所　さくら野百貨
店弘前店（城東北３丁目）・中
三弘前店（土手町）
■■問問映画『梅切らぬバカ』弘前市
上映実行委員会（三上さん、☎
090-2844-6404、齊藤さん
☎090-7563-3875）

▼とき　９月19日㈪㈷
　　　　午前９時～午後４時
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）ほか
▼内容　市の新規
就農支援策紹介、
先輩農家の就農体
験談紹介、農作業体験など
▼対象　就農を希望する人＝

先輩農家に聞いてみよう！
新規就農の道のり（りんご編）

●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111

10人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　９月 13 日
㈫までにひろさき農業総合支
援協議会事務局へ申し込みを。
※ファクス、Eメールの場合は
氏名・電話番号を明記。
　詳細は市ホームペ
ージ（QR コード）
で確認を。
■■問問ひろさき農業総合支援協議会
事務局（市役所３階、農政課担
い手育成係、☎ 40-0767、■■ＦＦ
32-3432、■■ＥＥ ninaite@city.
hirosaki.lg.jp）

　日本屈指の人形劇団の公演を
楽しみませんか。
▼とき　９月20日㈫
　　　　午後６時30分から
▼ところ　貞昌寺（新寺町）
▼演目　『オカピぼうやのちい
さなぼうけん』、『ふしぎな箱』
▼観覧料　1,000円
※３歳以下は無料／事前の申し
込みが必要。
■■問問弘前市児童文化研究サーク
ル連合会（貞昌寺内、☎ 32-
1082）／弘前市社会教育協議
会（☎ 26-6168）

【ペットと共に 
一歩ずつ 一緒に】
▼とき　９月 24
日㈯・25 日㈰、
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　犬のしつけ方教室、う
さぎふれあい体験、乗馬体験、
工作コーナー、動物のお医者さ
んなりきり体験など

人形劇団「プーク」公演

動物愛護フェスティバル
2022

■■問問青森県動物愛護センター（☎
017-726-6100）

【きみとタノシー
の一日すごろく】
　インターネッ
トの普及に伴い、
幼い子どものイ
ンターネット利用や課金トラブ
ルが増えています。弘前大学の
学生が開発したすごろく教材
で、一緒に楽しく学びませんか。
▼とき　9月 25日㈰、①午前
10 時～ 11 時 30 分、②午後
1時 30分～ 3時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）3
階多世代交流室2 
▼対象　4 歳～ 6 歳の子ども
とその保護者＝各回８組程度
▼参加料　無料
※事前にQRコード
から申し込みが必要。
■■問問 Kirschbaum（キルシュバ
ウム、後藤さん、☎39-3440、
■■ＥＥ h20p1223@hirosaki-u.
ac.jp）
※令和 4年度市民参加型まち
づくり1％システム採択事業。

　古木・名木を間近
で観察し、自然の力
強さを感じてみませ
んか。
▼とき　9月 25日㈰、午前 9
時～正午（雨天決行）
▼集合場所　緑の相談所（弘前
公園内）
▼ルート　①ハリギリ（高杉）
→②カシワ（鬼沢）→③スギ（巌
鬼山神社）→④アイグロマツ（大
森）→緑の相談所解散
※徒歩移動あり。

親子で楽しく学ぼう！
お買い物やお金のこと

樹木医と行く
古木・名木めぐり

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

▼対象　中学生以上＝ 12 人
（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　1,000円
▼持ち物　雨具、タオル
※歩きやすい服装で参加を。
■■問問 9月 5日㈪の午前9時から、
市みどりの協会（☎33-8733）
へ。

　目や耳が不自由
な人も楽しめます。
▼とき　10月８日
㈯、午後１時 30
分～４時（開場は午後１時）
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼上映作品　『おらおらでひと
りいぐも』
▼定員　25人（先着順）
▼参加料　無料
■■問問９月 12日㈪の午前９時 30
分から、来館または電話で弘前
図書館（☎32-3794）へ。

弘前ライブラリーシネマ

９
月
の
催
し

ロマントピア天文台ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★中秋の名月観察会
▼とき　10日㈯
　　　　午後7時～ 9時
★土星と M20 三裂星雲観
察会
▼とき　17日㈯
　　　　午後7時～ 9時
～共通事項～
▼入館料 無料（市民以外は
有料）
▼通常開館時間　午後１時～
９時30分
■■問問ロマントピア天文台（水木
在家字桜井、☎84-2233）

■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…E メール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先


