
ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.２.１ 1918

 イベント
金澤翔子席上揮毫＆金澤泰子
講演会・金澤翔子書展

【金澤翔子席上揮毫（きごう）＆金
澤泰子講演会】
▽とき　２月６日（土）、午後１時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽内容　ダウン症の女流書家金澤翔
子さんによる書道ライブパフォーマ
ンスと、母・泰子さんによる「ダウ
ン症の娘（こ）と共に生きて」と題
した講演会
▽入場料　一般＝ 1,500（1,700）
円、高校生以下＝ 700（900）円
※（　）内は当日券。障がい者手帳
を持参の人は無料。
▽チケット取扱所　市民会館、弘前
文化センター、総合学習センター、
さくら野百貨店弘前店、まちなか情
報センター、ＥＬＭ

【金澤翔子書展】
▽とき　２月３日～５日、午前 11
時～午後６時（最終入場は午後５時
半）
▽ところ　市民会館ホール棟 2 階
ホワイエ
▽内容　びょうぶ作品などの展示

▽観覧料　500 円
※障がい者手帳を持参の人は無料。
■問市民会館（☎ 32・3374、第 3
月曜日を除く午前９時～午後５時）

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）　２月
６日・13 日・20 日・27 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
20 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）　２月６日・13 日・
20 日・27 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６日・13 日・20 日・
27 日の午前 10 時～正午／市立郷
土文学館（☎ 37・5505）
■問各会場へ。

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎真冬の硝子ふたり展
▽とき　２月５日～ 14 日の午前９
時～午後４時（最終日は午後３時ま
で）
▽内容　ガラスの食器やアクセサ
リーなどの展示・販売
◎ももの節句とたんごの節句
▽とき　２月 21 日～３月６日の午
前９時～午後４時　
▽内容　桃の節句と端午の節句にち
なんだ工芸品の展示・販売
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田

字大浦）
▽休館日　毎週火曜日
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902）

弘前工業高校定時制
第７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 13 日・14 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、模型
などの展示
■問弘前工業高校定時制（石動さん、
☎ 32・6241）

弘前交響楽団
第28回定期演奏会
▽とき　2 月 14 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
▽演奏曲目　歌劇「魔笛」序曲（モー
ツァルト作曲）／バレエ音楽「火の
鳥」組曲（ストラヴィンスキー作曲）
／交響曲第２番ニ長調（ブラームス
作曲）
▽指揮者　松井慶太さん
▽入場料（ 全 席 自 由 ）　 一 般 ＝
1,000 円／高校生以下＝ 500 円
▽チケット取扱所　市民会館、弘前
文化センター、ヒロロ、紀伊國屋書
店、まちなか情報センター、さくら
野百貨店弘前店、さくらミュージッ
ク
※無料の託児室有り（予約不要）。
■問弘前交響楽団事務局（佐藤さん、
☎携帯 090・7792・4060）

藤田記念庭園　
２月のイベント
◎弘前大学グラスハープ・アンサン
ブル「アンジェリーク」コンサート
▽とき　２月 14 日（日）、①午前
11 時～、②午後 1 時半～

▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
洋館 1 階ホール
▽入場料　無料
～２月は毎日開館します～
▽開館時間　午前９時～午後５時
▽ところ　洋館（大正浪漫喫茶室、
藤田謙一資料室、会議室）、高台部
のみ
※大正浪漫喫茶室は改修工事のため
２月中旬～下旬は休み。
▽入園料　無料
※会議室は有料となります。詳しく
はお問い合わせください。
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

こどもの森２月の行事

◎自然教室「ソリ大会」
▽とき　２月 14 日・28 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 21 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
の装備で参加できる人
※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）

青森県産業技術センター
りんご研究所第36回
試験結果・情報発表会

　各種成果の展示、りんごの試食も
行います。ぜひお越し下さい。
▽とき　２月 16 日（火）、午後１
時半～午後 4 時
▽ところ　平川市文化センター（平
川市光城２丁目）文化ホール

▽内容　りんご「ふじ」のわい化密
植栽培における樹の生育と収量の経
年変化／りんご「ふじ」着色系統の
果実特性／平成 27 年におけるりん
ご黒星病の発生要因／おうとう新品
種「ジュノハート」の特性／ぶどう

「スチューベン」の長期貯蔵におけ
る灰色かび病の防除対策
■問りんご研究所（☎ 52・2331）

農家のおかあさん直伝！
「おいのまんま」
　市内農家の“おかあさん”と交流
しながら、農家のまかない食「おい
のまんま」を作ってみませんか。
▽とき　２月 25 日（木）
　　　　午前 10 時～午後１時
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　おひな祭りの絵巻寿司作り
ほか
▽定員　30 人（先着順）
▽参加料　2,000 円
■問２月 15 日までに、電話かファ
クスで、巧みなママねっと事務局

（佐藤さん、☎携帯 090・9637・
6377、■Ｆ 96・2660）へ。

2016岩木山南麓豪雪まつり

　スノーウオーク、馬そり・チュー
ブそり、スノーモービル、ジムニー
スノートライアルなどの体験のほ
か、屋台コーナーもあります。
▽とき　２月 20 日・21 日の午前
10 時～午後３時
▽ところ　岩木青少年スポーツセン
ター（常盤野字湯段萢）／岩木スカ
イライン
▽入場料　無料（一部有料）
■問岩木山観光協会事務局（☎ 83・
3000）

第41回生活技術発表展

　弘前地区生活改善グループ連絡協
議会では、農村女性と消費者が一堂
に集まり、お互いの活動や生活技術
などを交換する発表展を開催しま
す。皆さん、ぜひおいでください。
▽とき　２月 18 日（木）、午前 10
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時半～午後２時半
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）
▽内容　農とくらしを楽しむ活動展
示（参加団体の活動展示・紹介）／
地域農産物を使った「だし活料理」
の実演・試食／「シードルに合う料
理」の展示／講演「見直そう！郷土
料理の魅力と食育活動」…講師・森
山洋美さん（青森中央短期大学食物
栄養学科専任講師）
※事前の申し込みは不要。
■問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（菊池さん、☎ 33・
4821）
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プ ラ ネ タ リ ウ ム 
［弘前文化センター］

□…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　
■…休み

★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、
火曜日は休み）

◎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／第２・第４土
曜日の午後２時～２時半
▽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
▽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
▽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


