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プ ラ ネ タ リ ウ ム 
［弘前文化センター］

□…一般投影を午後１時半～、午
後３時～の２回投影
■…一般投影を午前 10 時半～、
午後１時半～、午後３時～の３回
投影
■…わくわく☆こどもプラネを午
前 10時半～の１回、一般投影を
午後１時半～、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　星占いの星座たち
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・
中学生、高校生＝ 120円
※ 65 歳以上の市民、市内の小・
中学生や障がい者、外国人留学生
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　知って楽しい !!星座
とギリシャ神話
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

４
月
の
投
影
日
程

天文台観察会
☆見あげてごらん天体ショー☆
▽とき　４月 12 日（土）、午後６
時～10時（悪天候の場合は中止）
▽ところ　星と森のロマントピア天
文台（水木在家字桜井）
▽テーマ　「火星が地球に最接近」
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　天文台解説員が案内しま
す。
■問星と森のロマントピア天文台（☎
84・2233、月・木曜日は休館）

郷土文学館スポット企画展
「作家が描いた津軽-昭和Ⅰ-」
　昭和初期から昭和 20年ごろの津
軽を描いた 12人の作家・詩人の作
品を展示します。

▽開催期間　４月１日～６月30日
▽観覧時間　午前９時～午後５時
（入館は午後４時半まで）
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・中
学生や障がい者、外国人留学生は無
料。年齢や住所を確認できるものの
提示を。
■問市立郷土文学館（☎37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

サタディプラン

　土曜日に小・中学生を対象に、無
料で開催します。
▽日程・会場
【弘前文化センター（下白銀町）プ
ラネタリウム】
○わくわく☆こどもプラネ（子ども
向けのプラネタリウム投影）　４月
12 日・19 日・26 日の午前 10 時

　   暮らしの
nformation

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

 イベント
半～ 11 時／中央公民館（☎ 33・
6561）
【弘前図書館（下白銀町）】
○おたのしみおはなし会と図書館の
探検隊（絵本の読み聞かせ・紙芝居
などと図書館地下書庫等の探検。対
象は小学校１年生～３年生）　４月
19日の午前 11時～正午／弘前図
書館（☎32・3794）
【市立博物館（下白銀町）】
○親子鑑賞会（開催展覧会の鑑賞・
保護者も無料）　４月12日・19日・
26日の午前９時半～正午／市立博
物館（☎35・0700）
【郷土文学館（下白銀町）】
○親子文学散歩（クイズを解きなが
ら観覧）　４月 12 日・19 日・26
日の午前 10時～正午／市立郷土文
学館（☎37・5505）
■問各会場へ。

こどもの森４月の行事

◎月例登山「春の久渡寺山登山」
▽とき　４月 20 日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽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）
▽参加料　無料
※４月19日までに申し込みを。
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、
替えの下着・靴下、雨具
■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）

ブランデュー弘前ＦＣ
東北リーグ２部北開幕
　リーグ優勝・１部昇格を懸けて
戦う 2014 シーズンが開幕します。
みんなで応援しよう。
【東北リーグ２部北　試合日程】
①４月 13日（日）…猿田興業（ア
ウェー戦〈秋田県〉）
②４月 20日（日）…水沢サッカー
クラブ（アウェー戦〈岩手県〉）
※試合日程などが変更になる場合が
あります。最新情報および５月以降
の試合日程はホームページなどをご
覧ください。
■問弘前Ｊスポーツプロジェクト

（ ☎ 35･2012、 ■Ｈ http://www.
blancdieu-hirosaki.com/）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎誘われて カメラ片手に 春うらら
▽とき　４月９日～14日
▽内容　岩木山や春の植物、下北の
馬など、県内を撮影した写真の展示
◎猫だらけ
▽とき　４月19日～ 29日
▽内容　木彫り作品の展示・販売
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽観覧料　無料
▽休館日　毎週火曜日
※ただし、４月 29 日は開館し、
30日は休館します。
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902）

ベテランズセミナー
開講式と講演
▽とき　４月17日（木）
　　　　午前９時半～11時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　開講式（本年度の予定、ク
ラブ活動紹介など）／講演「郷土学
習講座①弘前城本丸の石垣修理～こ
れまでの経過と今後の計画～」…講
師・市文化財課職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝60人程度
▽受講料　無料
■問電話かファクスで、中央公民館（☎
33・6561、■Ｆ 33・4490、火曜
日は休み）へ。

プールで体力づくり教室

▽とき　４月 24日～５月 29日の
毎週木曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水中でのストレッチ、体操、

ウォーキングの基本から応用まで、
簡単な筋力トレーニング、ゲームな
ど
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、４月 14 日（必着）
までに、河西体育センター（〒036・
8316、石渡１丁目19の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

高原を歩こう！
さわやかウォーキング講座
▽とき　５月～ 10 月の毎週木曜
日、午前10時半～正午
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）ウォーキングコース
※第３木曜日は園外プログラムあ
り。
▽園外プログラム（予定）　新緑の
嶽高原たけのこなべウォーキング／
暗門の滝ウォーキングほか
▽対象　市民
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を。園外プログラムは実費負
担あり）
■問当日まで（園外プログラムは、実
施日の１週間前まで）に岩木山総
合公園（☎ 83・2311、 ■Ｆ 83・
2635）へ。

 教室・講座

  

教
えて

！たか丸くん

　「はとぶえ号」は、市内 18 カ所
のステーションを水・金・土曜日に
巡回し、本の貸し出しなどを行って
います。巡回するステーションや駐

移動図書館「はとぶえ号」からのお知らせ

■平成26年度移動図書館「はとぶえ号」の巡回場所など

曜日 駐車時間 ステーション 26年度
巡回初日

水
午前 10：00～ 10：40  安原（マックスバリュ安原店）

4月２日午後 １：40～ ２：10  城東小学校
２：50～ ３：20  相馬小学校

金 午後 ２：30～ ３：30  清水交流センター 4月４日

土

午前 10：00～ 10：40  総合学習センター

4月５日午後
１：30～ １：50  県営宮園団地（旧マルエス向かい）
２：20～ ２：40  致遠児童センター
３：10～ ３：30  樋の口（イオンタウン弘前樋の口店）

水

午前 10：00～ 10：40  学園町（弘前大学附属小・中学校正門前）

4月９日午後
１：30～ ２：00  和徳小学校
２：10～ ２：40  和徳幼稚園
３：00～ ３：30  第三大成小学校

金 午後 １：40～ ２：30  松原（コープ松原店） 4月 11日２：45～ ３：15  文京小学校

土

午前 10：00～ 10：40  城東団地（青森銀行城東支店）

4月 12日午後
１：30～ １：50  青山（ユニバース堅田店）
２：20～ ２：40  岩木児童センター
３：10～ ３：30  石渡（サンデー弘前石渡店）

車時間はこれまでと同様です。どう
ぞ気軽にご利用ください。
■問弘前図書館サービス係（☎ 32・
3794）

　弘前のいろいろなことについてのクイズ
だよ。答えはどこかのページに隠れている
から探してね！

【質問】
　城下町として栄えた弘前の市内には弘
前城をはじめ、古い建造物がたくさんあ
るんだけど、国の重要文化財となってい
る建造物はいくつある？
　右の３つの中から選んでね。

①　24

②　30

③　46


