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 イベント
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）　12
月６日・13 日・20 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の探検。対象
は小学校１年生～３年生）　12 月
６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）12月６日・13日・
20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）　12 月６日・13 日・20
日の午前 10時～正午／市立郷土文
学館（☎37・5505）
■問問各会場へ。

エンターテインメントの力
～想像から創造へ～
　映画「プラチナデータ」、「るろう
に剣心」の監督、大友啓史さんを講
師に講演会を開催します。
▽とき　12 月 11
日（木）、午後６時
半から（開場は６
時から）
▽ところ　弘前文
化センター（下白
銀町）ホール
▽前売り券　1,000（1,500）円
※（ ）内は当日券
▽チケット取扱所　弘前市社会教育
協議会／紀伊國屋書店弘前店／平山
萬年堂
■問問弘前市社会教育協議会（☎ 31・
3010）

演劇公演「珈琲法要」

▽とき　12 月 13 日（土）の①午
後３時～、②午後７時～／ 14 日
（日）の③午後１時～（開場はとも
に開演の30分前）
▽ところ　中三弘前店（土手町）８
階スペースアストロ
▽内容　藩政時代、過酷な環境の中、
蝦夷地の北方警備にあたり、不治の
病にかかった津軽藩士の姿を「劇団
野の上」の山田百次さんが舞台化
▽入場料　1,000 円（予約・前売り・

当日券とも）
▽チケット取扱所　市立観光館／ま
ちなか情報センター／成田専蔵珈琲
店
▽その他　チケットの予約ができま
す。詳しくは問い合わせを。
■問問弘前は珈琲の街です委員会事務局
（ 成 田 専 蔵 珈 琲 店 内、 ☎ 28・
2088、 ■ＥＥ senzo@naritasenzo.
co.jp.）へ。
※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。

「住み慣れた場所で最期まで」
を支えあう街づくり講演会
▽とき　12月 13日（土）
　　　　午後２時～５時
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホール
▽内容　①講演「この街で最期まで
暮らしたい～支える医療の実践～」
…講師・佐藤伸彦さん（富山県砺波
市ものがたり診療所所長）／②意見
交換会
▽定員　100人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問ひろさきナラティブ．net（木村
さん、☎携帯080・3742・1908、
■ＥＥ hirosakinarrative@gmail.
com）
※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。

「津軽音広場」コンサート

▽とき　12月 14日（日）、午後２
時（開場は午後１時半から）
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホール
▽内容　津軽音広場参加者・津軽弁
ワークショップ参加者による成果発
表会、講師陣によるコンサート
▽出演　オダギリユタカさん（タレ
ント）／高瀬まみさん（タレント）
／佐藤ツリさん（津軽の昔っこ語
り）、佐藤ぶん太、さん（横笛）／
渋谷幸平さん（津軽三味線）／木庭
袋靖子さん（箏曲）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。

■問問津軽の音実行委員会事務局（木庭
袋（きばくら）さん、☎兼■ＦＦ 27・
8738、■ＥＥ tsugarunooto@koto-
kibakura.com）
※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。

音楽劇
「ロミオとジュリエット」
▽とき　12月 20日（土）、昼公演
＝午後２時／夜公演＝午後６時半
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽特別出演　いしだ壱成さん（俳優）
▽内容　音楽劇と
いう新しいジャン
ルで弘前から文化
を発信
▽入場料　1,500 
円
▽チケット取扱所　めん房たけや／
弘前学院大学／中三弘前店／弘前
パークホテル／平山萬年堂／黒滝書
店／市立観光館／まちなか情報セン
ター
■問問弘前シェークスピア上演会事務局
（めん房たけや内、☎ 36・8938、
午後３時～）

岩木あそべーるのクリスマス
2014
▽とき　12月 20日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽内容　おもちゃの広場、クリスマ
スソングwith HINA、たか丸くん
と記念撮影、大道芸人アットショー、
弘前マジシャンズクラブ、弘前おも
ちゃ病院、岩木児童センターヒップ
ホップダンス
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問 中央公民館岩木館（☎ 82・
3214）

障がい者絵画展

　市内の特別支援学校や特別支援学
級に通う子どもたちが描いた絵画な

どを展示します。
▽とき　12 月５日～７日の午前
10時～午後８時
▽ところ 　ヒロロ（駅前町）ショ
ッピングモール内
▽入場料 　無料
■問問福祉政策課医療助成係（☎ 40・
7036）

こどもの森12月の行事

◎月例登山「Ｘ’マス・トレッキン
グ」
▽とき　12月 21日（日）
　　　　午前９時半～午後２時半
▽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）
▽対象　登山の経験があり、冬山登
山の装備で参加できる人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　昼食、飲み物、替えの下
着・靴下、タオル、雨具、防寒着
※豚汁を用意します。器の持参を。
▽冬期開館日　毎週土・日曜日、祝
日と小・中学校の冬休みおよび春休
み期間（12 月 29 日～１月３日を
除く）
■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）

ゲームデザイン・企画書の
作り方・ワークショップ
　たか丸くんのデザイナーの妹尾昭
吾さんと「サムライスピリッツ」「星

　   暮らしの
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プラネタリウムプラネタリウム  
［弘前文化センター］

□…クリスマス特別投影を午後１
時半～、午後３時～の２回投影
■■…クリスマス特別投影を午前
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、クリスマス
特別投影を午後１時半～、午後３
時～の２回投影
■■…休み

★投影プログラム
【クリスマス特別投影／45分間】
▽テーマ　星降る夜のクリスマス
▽観覧料　一般＝ 240円
※小学生～高校生および引率者、
65歳以上の市民、市内の障がい
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　クリスマスとお星さま
▽観覧料　無料
■問問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

緑の相談所 12月の
催し

【展示会】
●冬の室内植物展　６日～25日
【講習会】
●シクラメン・ポインセチアの管理
　６日、午後１時半～３時半
●クリスマスの寄せ植え作り　13
日、午後１時半～３時半
▽定員　15人（先着順）
▽参加料　1,500円（材料費）
▽申し込み方法　10日までに電話
で申し込みを。
●休館日　１日・８日・15日・22
日・24日・29日～ 31日
■問問緑の相談所（☎33・8737）

のカービィ」などのゲームソフトに
携わったアダチヤスシさんを講師
に、ゲームデザインの描き方や企画
書の書き方などを学ぶワークショッ
プを開催します。
▽とき　12月 21日（日）
　　　　午後１時～３時
▽ところ　まちなか情報センター
（土手町）２階交流室
▽対象　小学生～高校生＝ 15 人
（先着順。事前の申し込みが必要）
▽参加料　無料
■問問うぃっちたいむ !! 実行委員会（工
藤さん、☎携帯090・8071・8645、
■ＥＥ sakura.shirakami@gmail.
com）
※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。
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　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】
　弘前市役所には、全国でも珍
しい名前の課（職場）があるけ
ど何課かわかるかな？
　右の３つの中から選んでね。

①お城課

②さくら課

③りんご課


