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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）　１月
16 日・23 日・30 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１～３年生）　１月 16 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）　１月 16 日・23 日・
30 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）　１月 16 日・23 日・30
日の午前 10 時～正午／市立郷土文
学館（☎ 37・5505）
■問各会場へ。
※プラネタリウム、市立博物館、郷
土文学館は市内の小・中学生はいつ
でも無料です。サタディプラン以外

の日もご利用ください。

第１０回自然環境学習会

　市民の皆さんに自然環境について
知ってもらうため、学習会を開催し
ます。
▽とき　１月９日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽内容　だんぶり池や県内で見られ
る鳥や昆虫、植物にできる虫こぶな
どを大学生や市民が発表します
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問環境管理課環境保全係（☎ 36・
0677）

お殿様・お姫様衣装
着付け体験　
　お殿様やお姫様の着付け体験がで
きます。子ども用もありますので、
ぜひおいでください。
▽とき　３月 31
日までの午前９時
～午後４時半
▽ところ　武徳殿

（弘前公園内）
▽料金　無料
■問市みどりの協会

（☎ 33・8733）

弥生いこいの広場　
写生大会入賞作品展
　市内の小学生を対象に開催した写
生大会の入賞作品を展示します。
▽とき　1 月４日～ 11 日
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階
▽観覧料　無料
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎津軽傳統（でんとう）組子展
▽とき　１月９日～ 17 日の午前９
時～午後４時　
▽内容　組子のついたて、あんどん

などの展示・販売
◎古布と小物展
▽とき　１月 21 日～ 25 日の午前
９時～午後４時
▽内容　古布小物、パッチワークタ
ペストリーなどの展示・販売　　
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽観覧料　無料
▽休館日　１月１日～３日、毎週火
曜日　
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902）

こどもの森１月の行事

◎月例登山「新春登山」
▽とき　１月 10 日（日）
　　　　午前９時半～午後２時半
▽対象　登山の経験があり、冬山登
山の装備で参加できる人
※事前の申し込みが必要。
◎自然教室「探そう！足跡」
▽とき　１月 24 日（日）
　　　　午前 10 時～午後０時半
▽対象　小学生
※事前の申し込みは不要。
～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、雨具、防寒着
※雨天決行。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・中学校の冬休み・春休み期
間（１月１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）

市立郷土文学館企画展
「福士幸次郎展」
　口語自由詩の先駆者で、地方主義
を提唱した福士幸次郎の生涯を伝え
ます。
▽とき　１月 12 日～ 12 月 28 日、
午前９時～午後５時
※入館は午後４時半まで。

▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町、追手門広場内）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝ 50 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。住所や年齢を証明できるものの
提示を。また、ひろさき多子家族応
援パスポート持参の人も無料です。
■問市立郷土文学館（☎ 37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座。

中学生と高校生のための
模擬薬局セミナー
～高齢者・認知症編～
　模擬薬局で薬剤師などを通して、
高齢化社会・認知症についての関心
を深めます。
▽とき　①２月 20 日・② 21 日
※時間はいずれも午前 10 時～午後
４時。
▽ところ　青森大学薬学部５号館

（青森市幸畑２丁目、模擬薬局・研
究室）
▽対象　①中学生＝ 10 人、②高校
生＝ 10 人　
▽参加料　無料
■問青森大学薬学部大上研究室（☎携
帯 080・1524・5953）

県立弘前第一養護学校
「第９回作品展」
　多くの人に特別支援教育について
知ってもらうために開催します。
▽とき　1 月 23 日・24 日、午前
10 時～午後７時
※製品販売は、23 日・24 日の午
前 10 時～午後３時。
▽ところ　イオンタウン弘前樋の口

（樋の口２丁目）
▽内容　作品展示、学校紹介、生徒
による作業製品販売
▽入場料　無料
■問県立弘前第一養護学校（☎ 96・
2222）

認知症の人と家族のつどい

▽とき　１月 24 日（日）

　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター

（宮園２丁目）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問認知症の人と家族の会青森県支部

（弘前地域世話人・中畑さん、☎
44・4959〈午後６時以降〉）

外国人留学生が母国の魅力を
紹介します！
　カナダ、アメリカ、チリ、フラン
ス、中国出身の留学生から、母国の
お話が聞けます。
▽とき　１月 24 日（日）、午後１
時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　留学生による出身国の紹
介、留学生とのお話し（どちらも日
本語）
▽対象　各国の留学生と話してみた
い人、世界の国々に興味のある人
▽参加料　無料　
※事前の申し込みが必要。
■問１月 21 日までに、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ 
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

りんご公園
ウィンターフェスティバル
▽とき　１月 30 日・31 日、午前
10 時～午後３時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）
▽内容　そり滑り、竹スキー、絵本
読み聞かせ、津軽昔語り、雪上レク、
雪上プチ SASUKE、りんご公園ス
タイル雪合戦など
▽参加料　無料
■問りんご公園（佐藤さん、☎ 36・
7439）

湯めぐりレクリエーション

▽とき　１月 25 日、２月８日・
22 日、３月 14 日、①午前 10 時
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□…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　
■…休館日

★投影プログラム
【一般投影／ 45 分間】
▽テーマ　よく分かる !! 空の不
思議
▽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　冬の星座の王様　オリ
オン
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、1
月 1日～ 5日、火曜日は休館日）

１
月
の
投
影
日
程

緑の相談所 1月の
催し

【展示会】
●樹木の冬芽展　22日～ 31日

【講習会】
●山野草入門　30日、午後１時
半～３時半
▽参加料　無料
●休館日　１日～４日・12日・
18日・25日
■問 緑 の 相 談 所（ ☎ 33・8737、
午前９時～午後５時）

20 分～正午、②正午～午後２時
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）、近隣温泉施設
※弘前駅前から無料送迎バスあり。
▽内容　①レクリエーション、②温
泉、食事
▽対象　市民＝ 20 人（先着順）
▽参加料　無料（温泉入浴・食事付
き）
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
入浴道具
■問１月 22 日までに、岩木山総合公
園（☎ 83・2311）へ。


