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こどもの森11月の行事

◎月例登山「晩秋の山～ライオン岩
ハイク」
▽とき　11月 16日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、替えの下
着・靴下、雨具
※事前の申し込みが必要。
◎木の実・草の実展
▽とき　11月３日（月・祝）まで
▽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）

スティールパン・コンサート
～たたきます。～
▽とき　11月 16日（日）
　　　　午後５時～
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽演奏者　弘前大学スティールパン
部「hsb」、山口悦朗さん（スティ
ールパン製作家）、冨田晃さん（弘
前大学教育学部准教授）、ワークシ

ョップでミニスティールパンを製作
した受講生ほか
▽定員　80人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問中央公民館（下白銀町、弘前文化
センター内、☎ 33・6561、■ＦＦ
33・4490、 ■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

「あおもりワーク・ライフ・バ
ランス」推進トップフォーラム
　ワーク・ライフ・バランスへの取
り組みのノウハウなどを共有し企
業・事業所のステップアップを図る
ため開催します。
▽とき　11月 17日（月）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、
ヒロロ４階）ホール
▽内容　①基調講演…講師・藤井大
介さん（フジイコーポレーション代
表取締役社長）／②パネルディスカ
ッション…コーディネーター・石岡
百合子さん（JOY代表取締役）、パ
ネリスト・大内広明さん（クロース・
トゥ・ユー ESTクリニック理事）、
藤田あつ志さん（和電工業代表取締
役）
▽対象　ワーク・ライフ・バランス
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推進に関心のある企業の経営者・管
理職など＝50人
▽参加料　無料
▽申し込み方法　電話またはファク
ス（氏名、会社名、電話番号を記入）
で、市子育て支援課または、県青少
年・男女共同参画課へ。
■問問市子育て支援課（☎ 40・7038、
■ＦＦ 39・7003）／県青少年・男女
共同参画課（☎青森 017・734・
9228、■ＦＦ 017・734・8050）

星空観察会 inプラネ＆天文台

【寒くて楽しい！冬の星空教室】
▽とき　11月 22日（土）
　　　　午後５時半～９時
※午後５時半から弘前文化センター
（下白銀町）３階プラネタリウム展
示ホールで受け付けし、プラネタリ
ウム観覧後、バスで星と森のロマン
トピア天文台（水木在家字桜井）に
移動。弘前文化センターに帰館後解
散。
▽内容　プラネタリウムで秋から冬
にかけての星空の特徴を覚えてか
ら、街明かりの少ない天文台で大型
望遠鏡や双眼鏡を使って天体観察を
試みます。
▽観望天体　ペガスス座、カシオベ
ア座、やぎ座、おうし座、オリオン
座、アンドロメダ銀河など

▽講師　蒔苗智之さん（ひろさき星
の子サークル）
▽対象　市民＝50人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。当日の
申し込みは不可。
▽参加料　500円（バス代として、
当日徴収）
▽持ち物　腕時計など時間のわかる
もの、防寒具、軽食（食事の時間を
設けます）
▽その他　天文台では雨天時のプロ
グラムを用意しています／プラネタ
リウムまたは天文台いずれかのみの
参加はできません／弘前文化センタ
ー駐車場は最初の１時間を超えると
有料になります
■問問 11 月 19 日までに、電話、ファ
クスまたはＥメール（住所・氏名・
年齢・電話番号を記入）で、中央公
民 館（ ☎ 33・6561、 ■ＦＦ 33・
4490、 ■ＥＥ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）へ。

「男女共同参画・多様な視点
から見た避難所づくり」
講演会・体験学習
▽とき　11 月 22 日（土）、午前
10時～午後３時（受け付けは午前
９時半～）
▽ところ　大鰐町中央公民館４階集
会室
▽講師　石井布紀子さん（さくらネ
ット代表理事）
▽参加料　無料（昼食の弁当を希望
する場合は500円が必要）
▽託児　無料（１歳半～就学前の子
どもが対象）
※事前の申し込みは不要。弁当およ
び託児を希望する場合は、11 月
10日までに電話またはファクスで
申し込みを。
■問問男女共同参画ネットワーク・津軽
広域事務局（大鰐町総務課内、☎
48・2111、 内 線 116、 ■ＦＦ 47・
6742）

弘前市社会福祉大会

「ふれあいのまちづくり」をスロー
ガンに開催します。
▽とき　11月 21日（金）
　　　　午前０時半～
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール

　岩木文化の集大成「岩木文化祭」を開催します。「こ
ども芸能発表」や「こども図書館まつり」、「芸能発表」
などイベントが盛りだくさん！また、出店や食堂、ふろ

しき市（フリーマーケット）などもあります。
▽とき　11月 21日～ 23日、25日
▽ところ　岩木文化センター「あそべーる」、中央公民
館岩木館、岩木図書館（いずれも賀田１丁目）
■問問岩木文化祭運営委員会（中央公民館岩木館内、☎
82・3214、■ＦＦ 82・3426）

2014岩木文化祭

開催日 イベント 内　　　　容 と　き／ところ

21日 前夜祭
ダンスの夕べ

あそべーるがダンスホールに！あなたも社交ダンスに参加し
ませんか？ 午後７時半～９時／あそべーるホール

22日
開会式 式典、鏡割り、振る舞いもちがあります。 午前10時～ 10時半／あそべーるホール

こども芸能発表 園児のかわいらしい踊りや、小・中学生の吹奏楽・三味線など、
多彩なプログラムをご堪能ください。 午前11時～午後3時／あそべーるホール

23日 芸能発表 日ごろ練習した歌や踊りなど、多彩な芸が披露されます。 午前９時～午後３時／あそべーるホール

22日
・
23日

ふろしき市 ふろしき１枚分のフリーマーケット。掘り出し物に出会える
かも。

22日＝午前 10時半～午後３時、23日＝午前９時～
午後３時／あそべーるホワイエ

作品展示 絵画、書道、写真などの展示のほか、伝統文化体験コーナー
があります。

22日＝午前 10時半～午後３時、23日＝午前９時～
午後３時／中央公民館岩木館

こども図書館
まつり

劇、紙芝居、読み聞かせ、手づくり絵本など。楽しい子ども
の居場所です！

22日＝午前 11時～午後３時、23日＝午前 10時～
午後３時／岩木図書館、あそべーるミニシアター

出店コーナー 焼きそば、ラーメン、りんご、野菜のほか、喫茶・食堂コーナー
もあります。

22日＝午前 10時半～午後３時、23日＝午前９時～
午後３時／あそべーるこみせ・駐車場

スタンプラリー 館内でスタンプを集めて抽選会に参加しよう。 22日＝午前 10時半～午後３時、23日＝午前９時～
午後３時／中央公民館岩木館、あそべーる

25日 生涯楽習講演会 矢野大和さんの「笑って元気な口演会」です。 午後６時半～８時半／中央公民館岩木館大ホール

▽内容　①オープニングアトラクシ
ョン／②福祉協力校活動体験発表／
③記念講演…講師・中路重之さん（弘
前大学大学院医学研究科長・医学部
部長）／④式典（社会福祉事業の功
労者表彰）／⑤福祉施設で作った野
菜や加工品などの即売
▽入場料　無料
■問問弘前市社会福祉協議会（宮園２丁
目、☎33・1161）

旧弘前偕行社修理現場特別公開

▽とき　11月 22日（土）、①午前
10時半～、②午後１時半～、③午
後３時～
※見学者は 10分前までに弘前厚生
学院（御幸町）校舎正面に集合。
▽ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▽内容　解体工事進行中の建物の内
外の状況を解説しながら見学しま
す。
▽対象　市民＝各20人（先着順）
▽参加料　無料
▽募集期間　11 月 10 日～ 21 日
（定員になり次第終了）
※駐車場があります。係員の誘導に
より駐車してください。
■問問弘前厚生学院（鳴海さん、☎
33・2102、平日の午前９時～午
後４時）

「弘前×フランス」
プロジェクト11月イベント
　「弘前とシードル文化」をテーマ
とした市内外ツアーと交流会を行い
ます。
▽日程と内容　①「たびすけ」によ
るガイドツアー＝11月 22日（土）
の午前 10時～午後５時（集合場所
などについては、後日参加者にお知
らせします）／②交流会＝同日午後
５時からシードル工房 kimori（清
水富田字寺沢、りんご公園内）で。
▽内容　①②いずれも慶応大学國枝
研究室の皆さんと、弘前・シードル・
フランスの関わりなどについて学び
交流します。
▽対象　市民
▽定員　①25人／② 30人
▽参加料　①無料（昼食代が別途必
要）／②2,000円
▽申し込み方法　ファクスまたはＥ
メール（氏名、年齢、職業、連絡先

〈電話番号またはＥメールアドレス〉
を記入）で 11月 14日までに申し
込みを。
※応募者多数の場合は抽選で決定。
■問問弘前大学フランス語ホームペー
ジ・プロジェクト（☎兼■ＦＦ 39・
3975、 ■ＥＥ f renchp j@cc .
hirosaki-u.ac.jp）

弘前大学津軽三味線サークル
10周年記念公演「とわの音」
▽とき　11月 23日（日）、午後２
時～（開場は午後１時半）
▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペース・アストロ
▽入場料　500 円（当日のみ・全
席自由）
■問問 弘前大学津軽三味線サーク
ル（ 石 田 さ ん、 ☎ 携 帯 080・
6290・5627、■ＥＥ hu_shamibu@
yahoo.co.jp、 ■ＨＨ http://www.
geocities.jp/hu_shamibu）
※平成 26年度「学都弘前」学生地
域活動支援事業費補助金対象事業と
して行われます。

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１～第３土曜日の午前
11時～ 11時半
▽内容　「日本の昔話・民話・名作」
をテーマとした、絵本の読み聞か
せ、紙芝居、昔話、エプロンシア
ター、なぞなぞなど
▽対象　おおむね４歳～小学校低
学年の児童
◎だっこでおはなし会
▽とき　11月 22日（土）
　　　　午前10時半～ 11時
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊
び、ブックトークなど
▽対象　０歳～３
歳の子と保護者＝
15 組程度（先着
順）
～共通事項～
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
１階閲覧室おはなしコーナー
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問弘前図書館（☎32・3794）

弘前図書館 11月の
催し


