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▽定員　40人
▽参加料　500 円（１ドリンク付
き）
※事前の申し込みが必要。
■問温水プール石川（☎49・7081）

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）　11
月５日・12日・19日・26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（絵本の読み聞かせや紙芝居、
図書館地下書庫などの探検。対象は
小学校低学年）　11 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）　11月５日・12日・
19 日・26 日の午前９時半～正午
／市立博物館（☎35・0700）
【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）　11月５日・12日・19日・
26 日の午前 10時～正午／郷土文
学館（☎37・5505）
■問各会場へ。

第20回津軽塗フェア

▽とき　11月３日～６日、午前９
時半～午後５時半（６日は午後４時
まで）
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
１階多目的ホール
▽内容　津軽塗の展示販売会、研ぎ
出し体験、修理再生相談
▽入場料　無料
■問青森県漆器協同組合連合会（☎
35・3629）

介護のしごと体験

▽とき　11月３日（木・祝）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　弘前厚生学院（御幸町）

▽対象　小・中学・高校生や介護に
興味のある人
▽参加料　無料
■問 10 月 31 日までに、電話で、弘
前厚生学院しごと体験担当（☎
33・2102）へ。

弘前市教育フェスティバル

　市内の小・中学校や特別支援学校、
教育委員会事務局の活動を紹介しま
す。
▽とき　11月３日（木・祝）
　　　　午前10時半～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　楽器演奏、学校紹介パネル
展示（６日まで）、タブレット端末
などの体験コーナー、クイズ大会な
ど
■問教育政策課（☎82・1639）

～味なりんごを音楽で～
ＪＡＺＺで楽しむ展覧会
～博物館企画展３「りんご王国の宝
物庫」イベント～
　当館学芸員による作品解説と、
ジャズによる音楽演奏会を同時に開
催します。「見る」と「聴く」を同
一空間で体感し、博物館の新たな魅
力を感じてみませんか。
▽とき　11月５日（土）
　　　　午後５時～６時半
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール・ロビー
▽出演　吉崎Band
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
▽その他　参加者にりんごをプレゼ
ントします。
■問市立博物館（☎35・0700）

グッド・トイ2016
in ひろさき

【生涯木育－子どもからお年寄りま
で－】
▽とき　11月５日・６日の午前10
時～午後５時（６日は午後４時まで）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階、
①イベントスペース、②多世代交流
室２、③健康ホール
▽内容　①両日＝優良玩具の展示・
遊び体験、壊れたおもちゃを可能な
限りなおす「おもちゃ病院」、ワー

第８回パイプオルガン演奏会

▽とき　10月 29日（土）、午後 2
時～（午後1時半開場）
▽ところ　東奥義塾高等学校（石川
字長者森）礼拝堂
▽演奏　水木順子さん
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 東奥義塾高等学校（☎ 92・
4111）

刀剣保護プロジェクト第２弾

　博物館所蔵の刀剣 124 口の伝統
的な作法での手入れを一般公開しま
す。
▽とき　11 月１日～３日、午前
11時～正午、午後２時～３時
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽講師　日本美術刀剣保存協会青森
県支部会員
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。公共交通
機関をご利用ください。
■問市立博物館（☎35・0700）

介護のしごと魅力発信セミナー

▽とき　11月１日（火）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　「こどもから高齢者・認知
症の人まで役立つタクティール®
（触れる）ケア体験」…講師・原智
代さん（日本スウェーデン福祉研究
所、シルヴィアホーム認定インスト
ラクター）
▽定員　150人
▽参加料　無料
▽申し込み方法　10 月 28 日まで
に、電話で申し込みを。
■問弘前厚生学院講演会担当（☎
33・2102）

おとなの朗読会2016秋

▽とき　11月３日（木・祝）
　　　　午後２時～
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）研修室
▽朗読者　三上あきこさん
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クショップ「ひばひよこをつくろう」
（各日限定 50個〈先着順〉）／②５
日の午後２時～５時＝東北・北陸お
もちゃサミット、６日の午後１時～
２時＝研修会（子どもの発達とおも
ちゃ・遊び～発達を支えるおもちゃ
の力～）／③６日の午前 11時～正
午＝人形劇
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問青森グッド・トイ委員会（☎
35・0156）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

2016ラストコール
ゴルフコンペ
▽とき　11月６日（日）
　　　　午前８時半集合
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
▽競技方法　18ホールズストロー
クプレイダブルペリア方式（打ち切
りなし）
※そのほかローカルルールに基づき
ます。
▽対象　市民＝36人（９組）
▽参加料　3,500円（昼食付き）
※事前の申し込みが必要。
■問岩木川市民ゴルフ場（☎兼■Ｆ
36・7855）

表千家流チャリティー茶会

▽とき　11月６日（日）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　まちなか情報センター
（土手町）

▽茶券　300円
※売り上げはすべて、市社会福祉協
議会へ寄付します。
■問表千家流弘前地区教授者会（三浦
さん、☎36・9880）

ヒロロスクエアのイベント

【ヒロロどうぶつランド】
▽とき　11月６日（日）
　　　　午前10時～午後３時
※ポニー乗馬…午前の部＝ 11時～
正午、午後の部＝１時～２時（各回
限定15組）
▽ところ　①ヒロロ（駅前町）と日
専連ビルの間の遊歩道／②ヒロロ３
階文化交流館窓口前など
▽内容　①ポニーに触れよう・乗ろ
う・写真を撮ろう、ウサギ・モルモッ
トを抱っこしよう、エサやり体験（ポ
ニー、ヤギ）、弥生いこいの広場Ｐ
Ｒコーナー／②弥生いこいの広場ク
イズコーナー
▽対象　ポニー乗馬は小学生まで
▽参加料　無料　
※事前の申し込みは不要。
▽その他　荒天時は中止または開催
時間を延期する場合があります。ま
た、参加者が多数の場合や動物達の
体調によっては体験などができない
場合があります。
【2016 きものの日～時代（とき）
をつなぐきものショー～】
▽とき　11月 12日（土）、午後２
時～（午後１時半開場）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　きものショーを通じて、子
どもから大人まで伝統文化に触れる

ことができるイベント
です。
▽入場料　無料
■問 ヒ ロ ロ ス ク エ ア
賑 わ い 創 出 委 員 会
事 務 局（ 市 民 文 化
交 流 館 内、 ☎ 35・
0154）／青森わごこ
ろの会（■Ｅ aomori_
wagokoro@yahoo.
co.jp）

第14回文化センター
フェスティバル
　弘前文化センター（下白銀町）で
活動している文化グループの皆さん
によるフェスティバルです。
　ホールでの発表会や作品展示、体
験コーナーを通して日ごろの活動成
果を発表しますので、どなたでも気
軽においでください。
▽日程と内容　
○作品展示…11月 12日～ 14日、
午前 10 時～午後４時（14 日は午
後３時まで）
○ホール発表…11 月 13 日、午前
11 時～午後３時半　（午前 11 時
10分～午後１時までを除く）
▽ところ　弘前文化センター
▽入場料　無料
▽その他　参加グループ名など
は中央公民館事務室前に掲示す
るほか、ホームページ（http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
chuokominkan/）にも掲載しま
す。詳しくは問い合わせを。
■問中央公民館 ( ☎ 33・6561、火
曜日は休み )

ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１６.１０.１５

　10月 29日・30日に開催される全国城サミットでは、熊本城復興をテーマのひとつに掲げ、義援金を募ります。
29日には、くまモンが応援にかけつけ、熊本県のPRやくまモン体操などのステージイベントを行います。義援金
へ2,000 円以上の寄附をした人は、現存12天守熊本城復興支援オリジナルトランプ
（限定500個）がもらえますので、くまモンと一緒に熊本城の復興を応援しましょう。
▽とき　10月 29日（土）、午後３時～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町、３階）イベントスペース
▽入場料　無料
※当日は混雑が予想されます。観覧の際は、係員の指示に従ってください。
■問広聴広報課（☎40・0494）

 
ヒロロにくまモンがやってくる ! !


