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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
５ 日・12 日・19 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
は小学校低学年）　12 月５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５日・19 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５日・12 日・19
日の午前 10 時～正午／市立郷土文

学館（☎ 37・5505）
■問各会場へ。

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４日～６日の午前９
時～午後９時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽入場料 　無料
■問福祉政策課医療助成係（☎ 40・
7036）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎老いたるりんごの物語
▽とき　12 月５日～ 14 日の午前
９時～午後４時（14 日は午後２時
まで）
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽内容　りんごの老木を描いた油絵
などの展示
▽観覧料　無料
▽休館日　毎週火曜日　
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902）

第３回ひろレクデー

▽とき　12 月６日（日）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）
▽内容　
①午前 10 時～ 11 時半＝「ミニお
天気実験教室」／午後 0 時 45 分～
２時 45 分＝「救命講習」（多世代
交流室１）
②午前 10 時～ 11 時 10 分＝「す
ぐ使えるクラフト製作」／午前 11
時半～午後 0 時 15 分＝「冬のお話
し会」（多世代交流室 C）
③午前 10 時～ 11 時半＝「レクダ
ンスを楽しみましょう」／午前 11
時 40 分～午後０時半＝「新聞紙で
作る防災グッズ」（多世代交流室 D）
▽定員　各 15 人
▽その他　種目によっては材料費・
資料代が必要（当日徴収）。未就学

児は保護者同伴での参加を。なお、
当日参加も受け付けます。
■問ひろさきレクリエーション協会

（☎55・8722、■Ｅ info_hirosaki@
tkcnf.or.jp）

追手門広場フリースタイル
マーケット
～クリスマススペシャル～
　クリスマスカラーに装飾された市
立観光館（下白銀町）内でフリーマー
ケットを開催します。
　日用品や雑貨・衣類など、出店者
が持ち寄った商品を販売しますの
で、ぜひおいでください。
▽とき　12 月６日・13 日・20 日
の午前 10 時～午後３時
▽ところ　市立観光館１階多目的
ホール
▽入場料　無料
■問弘前観光コンベンション協会（☎
35・3131）

弘前大学特別支援教育センター
2015年度ミニセミナー
　「子ども主体の授業づくり」をテ
ーマにした講演と青森県内の特別支
援学校における「ティーム・ティー
チング」の実態と教員負担の調査報
告に基づくシンポジウムを開催しま
すので、ぜひおいでください。
▽とき　　12 月 19 日（土）
　　　　　午後１時半～５時
▽ところ　弘前大学教育学部（文京
町）１階大教室
▽対象　教師、保育士、心理・福祉
職など、特別支援教育に関心がある
人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学教育学部附属特別支援教
育 セ ン タ ー（ ☎ 39・3441、 ■Ｅ
tmasuda@hirosaki-u.ac.jp）

親子サイエンスカフェ
inひろさき
　サイエンスカフェとは、科学者な
どの専門家と参加者が、お茶を飲み
ながらテーマを設けて科学の話題に

ついて語り合う、新しいコミュニケ
ーションの場です。紙芝居や実験を
通して親子で楽しいひとときを過ご
しませんか？
　参加者には、核融合炉のペーパー
クラフトと磁石で浮き上がる不思議
なキューブをプレゼントします。
▽とき　12 月 19 日（土）
　　　　午後１時～２時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽テーマ　核融合ってどうやってお
こすの？～「ちょうでんどう」って
なあに？～
▽対象　小学生以上（保護者同伴）
＝ 15 組程度（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　無料（飲み物・お菓子が
付きます）
■問電話、ファクスまたはEメールで、
日本原子力研究開発機構青森研究開
発センター（三代さん、☎青森 017・
718・2011、 ■Ｆ 017・718・2250
■Ｅ miyo.masakazu@jaea.go.jp）
へ。

岩木文化センター自主事業
「佐藤ぶん太、津軽笛生活
30周年記念コンサート」
▽とき　12 月
19 日（土）、午
後６時半～
▽ところ　岩木
文 化 セ ン タ ー

「 あ そ べ ー る 」
（賀田１丁目）
▽内容　津軽笛コンサート／めぇ～
ど CAFÉ（野田村郷土料理、八戸
せんべい汁、りんご飴、成田専蔵珈
琲店）／～忘れない～震災のこと野
田村の写真展
▽出演　佐藤ぶん太、さん（津軽笛）
／智詠さん（フラメンコギター）／
熊本比呂志さん（ハンドパーカッシ
ョン）／なかじまみかさん（うたい
びと）／囃子佐藤一門／ねぷた囃子
有志
▽入場料　大人 1,000 円、中学生
まで 500 円
▽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）

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 20 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
※豚汁を用意しますので、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）
■問こどもの森ビジターセンター（☎
88・3923）／市みどりの協会（☎
33・8733）

子どもたちの
笑顔あふれるまち弘前
～市民新年互礼会～
　平成 28 年の市民の皆さんの活躍
と市の発展を祈願して、市民新年互
礼会を開催します。
▽とき　１月３日（日）
　　　　午後５時～６時
▽ところ　フォルトーナ（和徳町）
▽会費　1,500 円
※事前の申し込みが必要。
■問 12 月 16 日までに、広聴広報課
広聴広報担当（市役所 3 階、窓口
308、 ☎ 35・1194、 ■Ｆ 35・
0080）へ。

ふれあい高齢者グラウンド
ゴルフ親善大会
　健康保持と参加者の親ぼくを深め
ることを目的に開催します。
▽とき　１月 23 日（土）
　　　　午前９時～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセン
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ター（豊田２丁目）
▽内容　団体戦と個人戦
▽対象　60 歳以上の市民で構成す
るチーム（原則６人）＝ 36 チーム

（先着順）
▽参加料　１チーム 2,000 円
▽申し込み方法　12 月８日～ 11
日に、弘前市社会福祉協議会（宮園
２丁目、弘前市社会福祉センター内）
に備え付けの参加申込書に必要事項
を記入の上、申し込みください。
※詳しくはお問い合わせください。
■問弘前市社会福祉協議会（今井さん、
☎ 33・1161）

緑の相談所 12月の
催し

【展示会】
●冬の室内植物展　11 日～ 25
日

【講習会】
●シクラメン・ポインセチアの管
理　5 日、午後１時半～３時半
●クリスマスの寄せ植え作り　
19 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　14 日までに電
話で申し込みを。
●休館日　7 日・14 日・21 日・
24 日・28 日・29 日～ 31 日
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

12
月
の
投
影
日
程

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

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　みんないっしょにハッ
ピークリスマス
▽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　サンタクロースとお星
さま
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）


