
6 7広報ひろさき　２０１９.８.１5

▼入園料　大人 310 円、子ど
も100円
※事前の申し込みは不要。
■問 市みどりの協会（☎ 33-
8733）

弘前大学学術講演会

【創立 70 周年記念リレー学術
講演会】
▼とき　９月 14日（土） 、午
後２時～３時30分
▼ところ　弘前大学教育学部
（文京町）１階中教室
▼テーマ　医学の魅力
▼講師　大山力さん（弘前大学
医学研究科教授）
▼定員　80人（先着順）
▼参加料　無料
▼申込期限　９月６日（金）
【研究・イノベーション推進機
構学術講演会】
▼とき　９月 20日（金） 、午
後３時～４時30分
▼ところ　弘前大学創立 50周
年記念会館（文京町）みちのく
ホール
▼テーマ　「翻訳で初めて見え
てくる『日本』」
▼講師　ロバート・キャンベル
さん（国文学研究資料館長）
▼定員　300人（先着順）
▼参加料　無料
▼申込期限　９月12日（木）
■問弘前大学研究・イノベーショ
ン推進機構（☎ 39-3907、■Ｅ
kensui@hirosaki-u.ac.jp）

将棋名人戦
弘前対局記念イベント

【将棋教室・プロ棋士指導対局
会】
▼とき　９月14日（土）
▼講師　藤井猛九段、行方尚史
八段、和田あき女流初段、奈良
岡実師範
①入門教室

郷土文学館の催し

【スポット企画展　青森県郷土
作家研究会 60 周年】
▼とき　９月１日（日）～ 10
月 31日（木）の午前９時～午
後５時（入館は午後４時 30分
まで）
【ラウンジのひととき】
▼とき　９月７日（土）、午後
２時～３時
▼内容　詩と音楽と遊ぼう
▼出演　船越素子さん（詩人）
ほか
～共通事項～
▼観覧料　高校生以上＝ 100
円／小・中学生＝50円
※障がい者、65歳以上の市民、
市内の小・中学生、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。
■問郷土文学館（下白銀町、☎
37-5505）

こどもの森　バッタ展

▼とき　９月１日（日）～ 16
日（月・祝）の午前８時 30分
～午後４時30分
▼ところ　こどもの森ビジター
センター（坂元字山元、久渡寺
境内）
▼観覧料　無料
■問こどもの森ビ
ジターセンター
（☎ 88-3923）／市みどりの
協会（☎33-8733）

農林総合研究所・りんご研
究所参観デー

▼とき　９月５日（木）・６日
（金）の午前９時～午後４時（６
日は午後３時まで）
【農林総合研究所参観】
▼ところ　農林総合研究所（黒

石市大字田中）
▼内容　研究成果の展示・紹介、
スマート農業講演会、試験ほ場
の案内、相談コーナー、米や野
菜の試食販売、最先端省力化農
業機械の展示・実演会など
【りんご研究所参観】
▼ところ　りんご研究所（黒石
市大字牡丹平）
▼内容　研究成果の展示・紹介、
りんご講演会、試験ほ場参観ツ
アー（ロボット草刈機、農薬無
散布園ほか）、相談コーナー、
りんごの試食販売、りんご史料
館の開放など
■問 農林総合研究所（☎ 52-
4396）／りんご研究所（☎
52-2331）

Let’ Go! コン BBQ

▼とき　９月８日（日）
　　　　午前10時～午後２時
▼ところ　弥生いこいの広場
オートキャンプ場（百沢字東岩
木山）
▼内 容　自然の中でバーベ
キュー、動物広場散策、スポー
ツトーイ
▼対象　独身男女＝各20人
▼参加料　男性＝ 5,000 円、
女性＝3,000円
※事前の申し込みが必要。
■問弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

弘前城植物園散策ガイド

　弘前市みどりの協会の樹木医
や緑の相談員が見頃の花や樹木
を説明しながら、楽しく園内を
ガイドします。
▼とき　９月８日（日）
　　　　午前10時～ 11時
▼集合　弘前城植物園南案内所
前
▼参加料　無料（ただし、入園
料が必要）

▼時間　午後２時～３時30分
▼対象　これから将棋を覚えた
い小学生～高校生とその家族＝
30人（先着順）
▼参加料　無料

②レベルアップ教室
▼時間　午後２時～３時30分
▼対象　棋力向上を目指す小学
生～高校生＝30人（先着順）
▼参加料　無料
③上級教室
▼時間　午後２時～３時30分
▼対象　二段以上の段位を有す
る小学生以上の人＝ 30人（先
着順）
▼参加料　一般＝ 2,000 円、
女性・大学生＝ 1,000 円（高
校生以下は無料）
④指導対局会
▼時間　午後４時～５時30分
▼対象　プロ棋士の直接指導を
望む人＝30人（先着順）
▼参加料　1,000 円（高校生
以下は無料）
※①～④いずれも事前の申し込
みが必要。
【記念大会】
▼とき　９月 15 日（日）、午
前 10時～（受け付けは午前９
時30分～）
▼クラス　Ａクラス（三段以上）
／Ｂクラス（初段・二段）／Ｃ
クラス（無段）／Ｄクラス（小
学生の初級者）
▼審判長　行方尚史八段
▼参加料　1,500 円（高校生
以下は500円）
※事前の申し込みは不要。
▼賞　各クラス３位まで入賞／
Ｃクラス優勝者には初段位を授
与

※対局が早く終わった人はプロ
棋士の指導対局が受けられま
す。
～共通事項～
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）
■問日本将棋連盟青森県支部連合
会（☎017-775-7744）

白神山地ブナ林再生事業と
自然観察会

▼とき　９月 21日（土）の午
前８時～ 22日（日）の午後５
時30分
▼ところ　白神山地内奥赤石
（集合は弘前駅城東口または現
地）
▼内容　枯損木等の除伐、除去、
下草刈り、植樹、自然観察会
▼対象　市民＝30人（先着順）
※未成年者は保護者の同意が必
要。
▼参加料　500 円（損害保険
料等として当日徴収）
▼持ち物　寝袋、食料など
▼申し込み方法　９月 12 日
（木）までに、ファクスかＥメー
ル（住所・氏名・生年月日・血
液型・電話番号を記入）で申し
込みを。
■問日本山岳会青森支部（須々
田さん、☎兼■Ｆ 44-7237、■Ｅ
h.susuta@gmail.com）

第 13 回全国親子クッキングコ
ンテスト（弘前・黒石地区大会）

▼とき　10月６日（日）
　　　　午前10時～午後２時
▼ところ　東北女子大学（清原
１丁目）調理学実習室
▼テーマ　わが家のおいしいご
はん～家族で一緒に作ろう、う
ちの自慢メニュー～
▼対象　弘前市または黒石市に
在住する小学生と保護者（２人
１組）

▼ 調 理 の 条 件　 食 材 費 ＝
2,000 円程度（４人分）／調
理時間＝ 60分以内（盛り付け
時間含む）／品数＝３品～５品
（上限５品）
▼申込期限　８月31日（土）
■問弘前ガス（☎27-9100）

ほっと・ぼらんてぃあ

　気軽に誰でも参加できるボラ
ンティア講座です。
▼とき　８月 24 日（土）、午
後１時30 分～３時 30 分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室１
▼テーマ　弘前学院大学のボラ
ンティア活動～保育園で紙芝居
ボランティア～
▼講師　増田侑奈さん（弘前学
院大学ボランティアサークルヒ
ロインリーダー代表）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問ボランティア支援センター
（市民参画センター内、☎ 38-
5595）
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★観察会　土星を観察しよう
▼とき　８月 24日（土）
　　　　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］

 教室・講座


