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鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎石田昭子所蔵古作こぎん展「宙

（そら）とぶこぎん」
▽とき　3月 13 日～ 27 日、午前
９時～午後4時
◎岩木かちゃらず会こぎん刺し体験
と小物販売
▽とき　毎週日曜日、午前 10時～
午後３時（こぎん刺し体験の受け付
けは午後２時半まで）
▽体験料　１枚 250 円～（コース
ター、しおりなど）
～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）

2015 年弘前大学白神研究会
積雪季観察会
　スノートレッキングで、積雪季の
里山を散策しませんか。
▽とき　３月 19 日（土）、午前９
時半～午後２時（雪・雨天決行） 
▽集合　久渡寺入口駐車場  
※車のない人は申し出を。午前９時 
に弘前大学正門集合。
▽コース　久渡寺（こどもの森周辺）
▽対象　小学校４年生以上（小・中
学生は保護者同伴）＝ 15人（先着
順）
※雪の中を３時間ほど歩きますの
で、高血圧、心臓疾患など持病のあ

る人は、医師に相談の上参加を。
▽持ち物　スキーウェア、長靴、オ
ーバーズボンかロングスパッツ、か
んじき・スノーシュー（貸し出し有
り）、スキーのストック（貸し出し
有り）、昼食、暖かい飲み物
▽参加料　１人 1,000 円（テキス
ト代・傷害保険料を含む）
▽申し込み方法　３月 16 日まで
に、電話かファクスで、弘前大学白
神自然観察園（山岸さん、☎兼■Ｆ 
39・3706）へ。
■問弘前大学農学生命科学部（本多さ
ん、☎兼■Ｆ 39・3812）

わらび座 生き生きシアター

【笑顔予報は“晴れのち晴れ”】
▽とき　３月 19 日（土）、午後１
時半～（開場は午後１時～）
▽ところ　岩木文化センター「あそ
べーる」（賀田１丁目）
▽入場料　高校生以上＝ 500 円、
中学生以下＝無料
▽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）

ダンスパーティ
in 弘前市民会館
　照明学会より照明普及賞を受賞し
た市民会館ホワイエで、ダンスパー
ティを開催します。前川建築でのす
てきな夜をダンスでお楽しみくださ
い。

▽とき　3 月 21 日（月）、午後 4
時半開演（開場は午後4時～）
▽ところ　市民会館（下白銀町）ホ
ール棟2階ホワイエ
▽入場料　1,500 円（１ドリンク
付き）
▽定員　60人（先着順）
▽入場券取扱所　市民会館、弘前文
化センター、総合学習センター
■問弘前市民会館（☎ 32・3374、
第 3月曜日を除く午前９時～午後
５時）

まち育てフォーラム

　市民参加型のまちづくりに関する
講演や、今年度開催した「地域のま
ちづくりを考えるまち育てミーティ
ング」の参加者による事例発表を行
います。
▽とき　３月 20 日（日）、午後１
時半～４時半（受け付けは午後１時
～）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　基調講演…講師・土井良浩
さん（弘前大学大学院地域社会研究
科准教授）、北原啓司さん（弘前大
学大学院地域社会研究科長）、村上
陽心さん（横町十文字まちそだて会

理事長）／事例発表…発表者・まち
育てミーティング参加者（東目屋中
学校区、第三中学校区、裾野中学校
区、常盤野中学校区、ファシリテー
ター養成講座修了者）
■問都市政策課（☎35・1134）

おとなの朗読会

▽とき　３月 21 日（月）、午後２
時～（開場は午後１時～）
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室
▽定員　40人
▽参加料　500 円（１ドリンク付
き）
▽内容　「とんかつ」、「野菊の墓」、
「蜘蛛の糸」、「ビルマの竪琴」
▽朗読者　三上あきこさん
※事前の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

講演「市民による埋もれた
歴史資料の掘り起こし」
　昔の町並みや生活、文化を知るこ
とができる写真や映像、証言を地域
で収集・保存・活用するアーカイブ
事業が全国的に行われています。そ
の活動事例や意義についてお話しし
ます。
▽とき　３月26日（土）
　　　　午後２時半～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽講師　相馬信吉さん（青森まちか
ど歴史の庵「奏海」の会会長）
▽定員　30人程度
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　無料
■問ＨＭＤ弘前（竹森さん、☎携帯
070・5473・5245〈午後６時以降〉、
■Ｅ hmd.hirosaki@gmail.com）
※平成 27年度市民参加型まちづく
り１％システムの対象事業として行
われます。

スポーツ鬼ごっこ大会

▽とき　３月 27 日（日）、午前９
時～正午（受け付けは午前８時半～）
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽対象　小学生とその保護者＝
100人（先着順）

▽参加料　１人 300 円（傷害保険
料を含む、当日徴収）
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
汗ふきタオル
▽申込み方法　３月 20 日までに、
電話かファクス（氏名・学校名・学
年・保護者名・連絡先を記入）で、
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センターまたはひろ
さきレクリエーション協会事務局
（ ☎ 55・8722、 ■Ｆ 55・8723）
へお申込みください。なお、弘前Ｂ
＆Ｇ海洋センターの窓口でも受け付
けします。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545、■Ｆ 33・4583）

湯めぐりレクリエーション
（団体向けプラン）
▽とき　３月 29日までの毎週火曜
日、①午前 10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
※指定の場所から無料送迎有り。
▽内容　レクリエーション、温泉入
浴、食事
▽対象　３～ 20 人の市民の団体
（先着順、人数に満たない場合は中
止）
▽参加料　無料（温泉入浴・食事付
き）
▽持ち物　内履き、飲み物、汗ふき
タオル、入浴道具
■問開催日の1週間前までに、電話で、
岩木山総合公園（☎83・2311）へ。
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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　北極星を探せ
▽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　大きい星座 大集合 !!
▽観覧料　無料
■問 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
火曜日は休み）

３
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

　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】
　弘前市は２月 27 日に合併 10 周
年を迎えたけど、市内のイベントの
中で、同じく今年度 10周年（回目）
を迎えたイベントは何かな？　
　右の 3つの中から選んでね。

①弘前城雪燈籠
　まつり
②古都ひろさき
　花火の集い
③よさこい津軽

  

教
えて

！たか丸くん

　コミュニティラジオ局「ＦＭアップルウェーブ」で、小
学校を卒業する６年生児童一人ひとりが将来の夢や小学校
での思い出などを語る特別番組を放送します。この番組に
弘前市内は 25の小学校が参加し、担任の先生、校長先生
からの贈る言葉や、各学校の校歌も紹介されます。希望に
満ちあふれた子どもたちの声、そして懐かしの学び舎を思
い出させる校歌をぜひお聴きください。
▽放送日　３月７日～13日の午後７時～９時半
■問ＦＭアップルウェーブ（☎38・0788）

市内の小学生の
卒業メッセージ
をラジオで紹介
するよ！

特別番組
メモリアルグラデュエーション2016
～小学校卒業生のメッセージ～

放送日 放送校
 ３月７日 桔梗野小学校、修斉小学校、高杉小学校、千年小学校
 　　８日 岩木小学校、大和沢小学校、自得小学校、城東小学校
 　   ９日 三省小学校、第三大成小学校、福村小学校、船沢小学校
 　 10 日 石川小学校、小友小学校、城西小学校、致遠小学校
 　 11 日 朝暘小学校、新和小学校、堀越小学校
 　 12 日 北小学校、百沢小学校、附属小学校
 　 13 日 時敏小学校、松原小学校、和徳小学校
※五十音順（放送順ではありません）。


