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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　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）

４
月
の
投
影
日
程

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
11 日・18 日・25 日の午前 10 時
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
象は小学校低学年）　４月 18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11日・18日・
25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 11 日・18 日・25
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 19 日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽参加料　無料
※４月18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、防寒着

 イベント
◎自然教室「春の生物観察」
▽とき　４月 29 日（水・祝）、午
前10時～午後０時半（雨天決行）
▽対象　小学生
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、
替えの下着・靴下、防寒着
◎特別企画展「春の生物展」
▽とき　４月19日～５月 10日
▽入場料　無料
～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）
■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
ホーム開幕戦
　2015シーズンは東北社会人サッ
カーリーグ１部で、東北各地の競合
と熱い戦いを繰り広げます。
▽とき　４月 12 日（日）、午後１
時キックオフ
▽対戦相手　Cobaltore 女川（宮
城県）
■問ブランデュー弘前 FC事務局（☎
35･2012〈平日の午前９時～午後
６時〉）

第１回白神山地野遊楽校

　世界自然遺産白神山地を舞台にし
た体験学習の第１回を開催します。
▽とき　４月25日（土）
　　　　午後１時～３時
▽集合　アクアグリーンビレッジ
ANMON（西目屋村川原平）
▽内容　植物の芽を探してみよう
※残雪があれば雪上ウォークを行い
ます。
▽対象　小学校２年生以上の児童と
その保護者（原則、保護者同伴）＝
50人程度（先着順）
▽参加料　無料
▽申し込み方法　４月 17 日まで
に、電話かファクスまたはＥメー
ルで、ECOリパブリック白神（☎
88・8808、 ■Ｆ 88・8809、 ■Ｅ
jimukyoku@shirakamifund.jp）
へ。

※申込書はホームページ（■Ｈ
http://www.shirakamifund.
jp/) からダウンロードできます。
■問 ECOリパブリック白神（百石町、
平日の午前9時～午後6時）

ひろさきアートマルシェ開催
出店者募集
　弘前文化センターでは、市近郊で
創作活動をしている人に発表の場を
提供するとともに、広く市民にアー
トに触れてもらうことを目的として
「ひろさきアートマルシェ」を開催
します。
▽とき　5月 2日（土）～5日（火・
祝）、午前10時～午後 3時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）前庭・美術展示室
▽出展料　1 区画（3m × 3m）1
日あたり2,000円
▽出展受け付け　随時（先着順）
※出店に関する詳細は問い合わせを。
■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、■Ｆ 33・6570、午前 9 時
～午後5時、4月 21日は休館日）

友好都市「群馬県太田市」の
子どもたちと友達になろう！
　太田市との青少年交流事業の参加
者を募集します。
【太田市からの受け入れ交流】
▽とき　８月５日～７日
▽ところ　弘前市内
▽内容　宿泊は伴いませんが、おお
むね３日間一緒に子どもたち同士の
交流や体験活動などを楽しみます。
※６月下旬から７月下旬にかけて５
回程度の事前学習会を開催し、太田
市の子どもたちと遊んだりおもてな
しする内容について考えます。
【太田市への訪問交流】
▽とき　８月14日～ 16日
▽ところ　太田市とその周辺
▽内容　尾島ねぷたまつりへの参加
や施設見学を予定
▽対象　受け入れ交流および訪問交
流に参加できる市内の小学校４年生
～６年生＝15人・中学生＝10人
▽参加料　5,000円
▽申し込み方法　はがき、ファクス

または Eメール（住所・氏名〈ふ
りがな〉・電話番号・性別・学校名・
学年・保護者名を記入）で、５月
10日までに中央公民館（〒 036・
8356、下白銀町 19 の４、弘前
文化センター内、■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
▽その他　応募者多数の場合は、抽
選で決定します。また、参加者決定
および参加者説明会の案内は５月下
旬を予定しています。
■問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

少林寺拳法体験教室

　少林寺拳法を通して、強い精神力
と身体を鍛えませんか。
▽とき　４月 11 日～６月 27 日、
①弘前東スポーツ少年団…毎週火・
土曜日の午後７時～８時／②弘前西
スポーツ少年団…毎週水・土曜日の
午後７時～８時
▽ところ　①青森県武道館（豊田２
丁目）／②岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平）
▽対象　小学生～中学生
▽参加料　500 円（修練場所の使
用料として。各自スポーツ傷害保険
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
動きやすい服装
■問①弘前東スポーツ少年団事務局
（伊藤さん、☎ 87・8127〈午後
６時半以降〉）／②弘前西スポーツ
少年団事務局（唐牛さん、☎ 32・
0998、携帯 090・3124・1099）

からだリフレッシュ☆
ストレッチ体操教室
▽とき　４月 23日～５月 14日の
毎週木曜日、午後１時半～２時半
▽ところ　金属町体育センター
▽内容　身体をほぐすストレッチ体
操や自宅でできる体操の紹介、身体
バランスの向上を図るための筋力ト
レーニング

　「はとぶえ号」は、市内 21 カ所
のステーションを火・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

移動図書館「はとぶえ号」からのお知らせ

■平成 27 年度前期（４月～９月）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 27 年度
巡回初日

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１日午後 １：15 ～ １：45  和徳小学校
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３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４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）

火 午前 10：00 ～ 10：40  新和小学校 4 月７日午後 １：00 ～ １：30  小友小学校

水
午前 10：00 ～ 10：40  安原（マックスバリュ安原店）

4 月８日午後 １：40 ～ ２：10  城東小学校
２：50 ～ ３：20  相馬小学校

金 午後 ０：50 ～ １：30  船沢小学校 4 月 10 日２：30 ～ ３：20  清水交流センター

土

午前 10：00 ～ 10：40  総合学習センター

4 月 11 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）

火 午後 ０：45 ～ １：45  三和小学校 4 月 14 日

ンや駐車時間は下表の通りです。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）

▽対象　市民＝12人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、４月 15日（必着）まで
に、金属町体育センター（〒036・
8245、金属町１の９）へ。
※家族や友人同士での参加は、はが
き１枚で応募可。応募多数の場合は
抽選で決定します。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

 教室・講座


