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 イベント
ヒロロスクエア
▽観覧料　無料
■問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎ 82・1642）

平成 26 年度「学都弘前」
学生地域活動成果発表会
　大学生が企画・実施する地域活動
に必要な経費を助成する『「学都弘
前」学生地域活動支援事業』の成果
発表会を開催します。
　地域活動に興味・関心のある学生、
市民の皆さんは、ぜひご参加くださ
い。
▽とき　３月７日（土）、午後２時
～３時半（開場は午後１時半）
▽ところ　弘前大学創立 50 周年記
念会館（文京町）２階岩木ホール
▽内容　弘前大学フランス語 HP オ
フ会活動（Cercle Francophone）
による 2014 年度「弘前×フラン
ス」プロジェクト：「まちをキャン
パスに！」／中心市街地ＭＡＰによ
る地域振興事業／「弘前学生お笑い
ライブ」事業／津軽三味線とお囃子
による津軽の伝統音楽コンサート／
囃子の“和”を広げよう！プロジェ
クト／りんごハロウィン装飾事業／
ミュージック・レボリューション～
学生から発信する音楽改革～
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問行政経営課（☎ 40・7021）

こどもの森３月の行事

◎自然教室「春山散歩　雪わたり」
▽とき　３月８日（日）
　　　　午前 10 時～午後０時半
▽対象　小学生
◎月例登山「春の久渡寺山登山」
▽とき　３月 15 日（日）
　　　　午前９時半～午後２時半
▽対象　登山の経験があり、冬山登
山の装備で参加できる人
※事前の申し込みが必要。豚汁を用
意しますので、器を持参してくださ
い。
～共通事項～
▽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
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、
替えの下着・靴下、雨具、防寒着
▽その他　３月 30 日まで樹木の冬
芽展も開催中（入場無料）。
▽冬季開館日　毎週土・日曜日、祝
日と小・中学校の春休み期間
■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）

岩木文化センター自主事業
あそべーるの春よ来いコンサート

【 長 谷 川 健 Swing Hat Jazz 
Orchestra with Yayoi and 岩
見淳三】
▽とき　３月 8 日（日）、午後６時
～（開場は午後５時半）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽入場料　500 円（前売り・当日
とも）
▽入場券取扱所　さくら野百貨店弘
前店、まちなか情報センター、中央
公民館岩木館
■問 中 央 公 民 館 岩 木 館（ ☎ 82・
3214）

harappa 映画館《忘れては
いけないことがある》
　時間が経過しても忘れてはいけな
い「原発事故と全町避難」「虐殺」「差
別」「植民地支配」にスポットを当
てたドキュメンタリー映画を上映し
ます。
▽日程　①３月 11 日、午後７時～
＝『フタバから遠く離れて　第二部』
／② 14 日、午前 10 時半～＝『消
えた画　クメール・ルージュの真実』
／③ 14 日、午後１時半～＝『ある
精肉店のはなし』、④ 14 日、午後
４時～＝『ふたつの祖国、ひとつの
愛－イ・ジュンソプの妻－』
※④の上映後に酒井充子監督による
シネマトークがあります。
▽ところ　11 日＝弘前文化セン
ター（下白銀町）ホール／ 14 日＝
弘前中三（土手町）８階スペースア
ストロ
▽入場料　前売り＝ 1,000 円（１

作品）、2,500 円（３回券）／当日
＝ 1,200 円（１作品）
▽入場券取扱所　弘前中三、コトリ
cafe（百石町展示館内）、紀伊國屋
書店弘前店、まちなか情報センター、
弘大生協
■問 harappa 事 務 局（ ☎ 31・
0195、■Ｅ post@harappa-h.org、
■Ｈ http://harappa-h.org）
※平成 26 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業として行
われます。

弘前市物産協会講演会

「中国と日本を結ぶ“モノ”の話～弘
前の物産品をアピールするためにで
きること～」
　地域物産品を外国人観光客へ効果
的にアピールするためのアイデア
を、中国での事例をもとに紹介しま
す。
▽とき　３月 11 日（水）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
２階研修室
▽講師　榎本俊さん（乃村工藝社海
外本部チーフディレクター）
▽定員　60 人（先着順）
▽参加料　無料
■問３月６日までに、弘前市物産協会

（☎ 33・6963、■Ｆ 37・6388）へ。

平成 26 年度
都市計画フォーラム

【～まち育て全体ミーティング～】
　市では「まち育て」をテーマにし
たフォーラムを開催します。
　今年度策定の弘前市都市計画マス
タープランの説明、市民参加型のま
ちづくりに関する講演や本年度開催
した地域のまちづくりを考えるまち
育てミーティングの参加者による事
例発表を聞きながら、まち育てにつ
いて学びませんか。
▽とき　３月 14 日（土）
　　　　午後１時半～４時 45 分
※受け付けは午後０時半から。
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　都市計画マスタープランの

説明…／基調講演…講師・北原啓司
さん（弘前大学大学院地域社会研究
科長）、菊池広人さん（いわてＮＰ
Ｏ－ＮＥＴサポート事務局長）／事
例発表…発表者・まち育てミーティ
ング参加者（第二中学校区、津軽中
学校区、常盤野中学校区）、コーディ
ネーター・北原啓司さん、コメンテー
ター・菊池広人さん
※事前の申し込みは不要。駐車ス
ペースに限りがありますので、公共
交通機関などをご利用ください。な
お、ヒロロ駐車場および市営駐車場

（弘前駅中央口・弘前駅城東口）は
３時間、おおまち共同パークは２時
間まで無料です（受け付けに駐車券
をお持ちください）。
■問都市政策課（☎ 35・1134）

津軽塗技術研修所修了作品展

　津軽の代表的な伝統的工芸品であ
る「津軽塗」の職人を目指し、３年
半にわたり青森県漆器協同組合連合
会が実施した技術習得に取り組んで
きた研修生による作品展を開催しま
す。 
▽とき　３月 20 日～ 22 日、午前
９時～午後５時（最終日は午後４時
まで）
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
洋館１階ホール
▽内容　研修内容の紹介と作品の展
示
■問 小 林 漆 器（ 東 城 北 ３ 丁 目、 ☎
34・5681）

　   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

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）　３月
７日・14 日の午前 10 時半～ 11
時／中央公民館（☎ 33・6561）

【市立博物館（下白銀町）】
○親子鑑賞会（開催展覧会の観賞。
保護者も無料）　３月７日・14 日・
21 日の午前９時半～正午／市立博
物館（☎35・0700）

【市立郷土文学館（下白銀町）】
○親子文学散歩（クイズを解きなが
ら観覧）　３月７日・14 日・21 日
の午前 10 時～正午／市立郷土文学
館（☎ 37・5505）
■問各会場へ。

史跡大森勝山遺跡公開活用
事業成果報告展の開催
　大森勝山遺跡の概要と関連イベン
トを写真パネルで紹介します。ぜひ
おいでください。　
▽とき　３月７日～ 12 日
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階　

 

　僕が弘前のいろいろなことについてクイ
ズを出すよ。答えはどこかのページに隠れ
ているから探してね！

 

教
えて

！たか丸くん

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　大きい星座と小さい星
座
▽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　北斗七星ってなんだ？
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

３
月
の
投
影
日
程

緑の相談所 ３月の
催し

【展示会】
●花の写真展　４日～８日
●桜の花展　18日～ 29日

【講習会】
●春の庭木の病害虫防除　14日、
午後１時半～３時半
●春の庭木のせん定　21日、午
後１時半～３時半
●シンビジュウムの植替え　22
日、午前10時～正午
●休館日　毎週月曜日
■問緑の相談所（☎33・8737）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

【質問】
　市のホームページが３月２日から
リニューアルするけど、市のホーム
ページ（トップページ）は１年間で
どのくらい見られているのかな？
　右の３つの中から選んでね。

①約８万回

②約 65万回

③約 175万回


