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 イベント
２月７日・14 日・21 日・28 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）　２月
21 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（開催展覧会の観賞。
保護者も無料）　２月７日・14 日・
21 日・28 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）　２月７日・14 日・21 日・
28 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２月の行事

◎自然教室「ソ
リ大会」
▽とき　２月８
日・22 日 の 午
前 10 時～午後
０時半
▽対象　小学生
◎月例登山「行けるとこまで行って

みよ」
▽とき　２月 15 日（日）
　　　　午前９時半～午後２時半
▽対象　登山経験があり、冬山登山
の装備がある人
※事前の申し込みが必要。
～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、防寒着
※豚汁を用意しますので、器の持参
を。
▽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）

弘前工業高校定時制
第６回工業技術科展
　機械電気とインテリアの２コース
がある工業技術科の各特徴を生かし
た、実習製作品や卒業製作品を展示
します。
▽とき　２月７日・８日の午前 10
時～午後５時
▽ところ　百石町展示館第１展示室
▽内容　ＬＥＤ装飾、アルミ板作品、
ウーファー、本棚、テーブル、いす
などの展示
■問弘前工業高校定時制（小田桐さん、
☎32・6241）

第１回ひろさき里山フォーラム

　冬のグリーン・ツーリズムを体験
できるモニターツアーやパネルディ
スカッション、地元手料理を味わう
懇親会など、多彩な内容のフォーラ
ムを開催します。
▽とき　２月 11 日（水・祝）
　　　　午後１時～８時
▽ところ　農産物直売所「野市里」

（宮地字川添）
▽内容
○モニターツアー（午後１時～）
①りんごの剪定（せんてい）体験／
②スノーフラッグ & りんご箱早積
み競争（賞品あり）／③りんご餡（あ

ん）のおもち作りなどの調理体験　
※①～③のいずれかを選択。温かい
飲み物、おやつ付き。
○弘前里山ツーリズムの未来を考え
るフォーラム（午後３時～）
パネルディスカッション／グループ
ディスカッション
○地元手料理を味わう懇親会（午後
６時～）
▽対象　小学生以上（小学生は保護
者同伴）
▽参加料　モニターツアー＝ 500
円／フォーラム＝無料／懇親会＝
2,000 円（飲み物付き）
※当日徴収。各プログラム１つだけ
の参加も可。
▽持ち物　モニターツアーに参加す
る人は、防寒具、汗ふきタオル
■問 ２月６日までに、電話またはＥ
メールで、ひろさき里山フォーラ
ム開催事務局（たびすけ合同会社
西谷内、☎ 55・0268、■Ｅ info@
tabisuke-hirosaki.jp）へ。

第４回市民ボランティア
交流まつり
　市民参画センターを利用している
市民団体や、ボランティア活動をし
ている団体などの活動を市民の皆さ
んに広く紹介し、交流を図る集いの
場です。どなたでも入場できますの
で、皆さん、気軽においでください。
▽とき　２月 15 日（日）
　　　　午前 11 時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階コ
ミュニケーションゾーン
▽内容　活動紹介の展示・発表／バ
ルーンアートなどの体験／パン・お
菓子などの販売
▽入場料　無料
■問 市 民 参 画 セ ン タ ー（ ☎ 31・
2500）／ボランティア支援セン
ター（☎38・5595）

全国重要伝統的建造物群保存
地区まちなみ写真パネル展
　昭和 50 年の文化財保護法の改正
によって伝統的建造物群保存地区の
制度が発足し、全国各地に残る城下
町や宿場町などの歴史的な集落・町

並みの保存が図られるようになりま
した。　　
　本年は制度発足 40 周年を迎え、
現在は当市の仲町地区を含む 109
地区が国からの選定を受けていま
す。この節目の年を迎えるに当たり、
全国の重伝建地区のまちなみや景観
を紹介する、「まちなみ写真パネル
展」を開催します。
▽とき　２月 13 日～ 15 日
　　　　午前９時～午後８時
▽ところ　百石町展示館
▽観覧料　無料
▽その他　車でおいでの場合は近隣
の有料駐車場をご利用ください。
■問文化財課（☎82・1642）

弘前交響楽団
第27回定期演奏会
　マーラーの交響曲第１番を演奏し
ます。皆さん、気軽においでくださ
い。
▽とき　2 月 15 日（日）、午後２
時（開場は午後１時半）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽ 入 場 料（ 全 席 自 由 ）　 一 般 ＝
1,000 円／高校生以下＝ 500 円
▽演奏曲目　幻想序曲「ロメオと
ジュリエット」（チャイコフスキー
作曲）／交響曲第１番ニ長調（マー
ラー作曲）
▽指揮者　新通英洋さん
▽チケット販売所　ヒロロ／紀伊國

　   暮らしの
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弘前大学グラスハープ・アン
サンブル“アンジェリーク”
ウインターコンサート
　グラスを濡れた指でこすって音を
出すグラスハープの透き通った音色
をお楽しみください。
▽とき　２月８日（日）、午前 11
時～／午後１時半～（２回公演）
▽ところ　藤田記念庭園洋館（上白
銀町）
▽演奏予定曲　グラスハーモニカの
ためのアダージョ、Ｇ線上のアリア
ほか
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 藤田記念庭園管理事務所（☎
37・5525）

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）　 

 

　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！

　津軽家由来の豪華なひな道具を中心に、こどもの健やかな成長を願ったひ
な人形やひな道具を展示します。
▽とき　２月１日～３月 22 日の午前９時半～午後４時半
※ 2 月 16 日、3 月 16 日は休館日。
▽ところ　 市立博物館（下白銀町）
▽観覧料　一般＝ 280（210）円／高校・大学生＝ 140（100）円／小・
中学生＝ 80（40）円
※（　）内は 20 人以上の団体料金。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、ひろさき多子家族応援パスポートを持参の
人は無料。年齢や住所を確認できるものの提示を。
▽併設　津軽の歴史～藩主たちの時代～
■問市立博物館（☎35・0700）

市立博物館企画展４ おひなまつり

◎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　「世界の昔話・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　２月 28 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歳までの子と保
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。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）

弘前図書館 ２月の
催し

屋書店／まちなか情報センター／メ
ディアイン樹木／メディアイン城東
／さくら野百貨店弘前店／さくら
ミュージック
※無料託児室を用意しています。気
軽にご利用ください。（予約不要）
■問弘前交響楽団事務局（佐藤さん、
☎携帯090・7792・4060）

 

教
えて

！たか丸くん

【質問】
　今年の弘前市の成人式の対象者は 2,021
人だったけど、20 年前（平成７年）に行
われた成人式の対象者は何人だったかわか
るかな？
　右の３つの中から選んでね。

①1,670 人

② 2,491 人

③ 3,100 人

△内裏びな（大正時代）


