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●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

藤田記念庭園夜間開園

▽とき　11 月２日～６日、11 日
～ 13日の午後５時～９時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）洋館（藤田謙一資料館）、高台部、
低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子ども
＝100円
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

第42回音楽展～北海道
作曲家協会とのコラボ～
　青森県作曲家協会会員による新曲
発表会です。
▽とき　11 月５日（土）、午後２
時～（午後１時半開場）
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽入場料　一般=1,000 円、中学・
高校生=500円
※小学生以下は無料。
▽チケット販売所　煉瓦亭、平山萬
年堂、弘前学院生協
■問青森県作曲家協会（奈良さん、☎
携帯090・1397・0019）

あっぷるカフェ（認知症カフェ）

　認知症の人やその家族を支援する
ために、認知症の人とその家族、地
域住民、専門職などが集います。
▽とき　① 11月５日・② 19日の
午前９時半～11時半
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク
▽内容　①講話「食べやすい食事作
りのコツ」、②講話「悪質商法につ
いて」
※①・②共に体操を行います。
▽参加料　300円
※事前の申し込みは不要。
■問特別養護老人ホームサンアップル
ホーム（☎97・2111）

えほんのもり・ブックスタート
おはなしかい
◎えほんのもりのおはなしかい
▽とき　11 月６日・16 日の午前
10時半～ 11時
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊び
など
▽対象　０歳～３歳までの乳幼児と
その保護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽と き　11 月 20 日・30 日の午
前 10時半～ 11時
▽内容　ブックスタートでプレゼン
トする絵本の楽しみ方、アドバイス
や手遊びなど
▽対象　０歳児とその保護者
～共通事項～
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）おはなしコーナー
※事前の申し込みは不要。ブックス
タートパックの引き換えは引換券到
着日から１歳の誕生日月末まで。こ
ども絵本の森、弘前図書館（下白銀
町）、岩木図書館（賀田１丁目）ま
たは相馬ライブラリー（五所字野沢）
で引き換えることができます。
■問こども絵本の森（☎35・0155）

弘大金木農場「農場祭」

▽とき　11 月 12 日（土）、午前

10時～午後２時
▽ところ　弘前大学農学生命科学部
附属生物共生教育研究センター金木
農場（五所川原市金木町芦野）
▽内容　①農場生産物販売コーナー
（金木農場産…新米・弘大アップル
ビーフ／藤崎農場産…リンゴ・長ね
ぎ等・「逸品 こうこう極」〈数量限
定販売予定〉など）／②体験コーナー
（米５品種味比べ、牧草見本園開放）
／③弘大生協コーナー（弘大グッズ、
軽食など）／④研究展示
■問金木農場（☎五所川原 0173・
53・2029）

弥生いこいの広場
閉園感謝祭
▽と き　11 月 12 日・13 日の午
前９時～午後４時半（雨天決行）
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）ハイランドハウス前
▽内容　両日…午前 10 時～＝バ
ルーンアート、正午～＝餅の振る舞
い／ 13日…午前 10時～＝動物の
エサ無料配布、午後１時半～＝ド
リームキャッチャー作り
▽参加料　無料（動物広場入場料も
無料）
※事前の申し込みは不要。いずれも
先着順。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎龍仙の世界～津軽の風～
▽とき　11 月 13 日～ 27 日の午
前９時～午後４時
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽観覧料　無料
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

こどもの森11月の行事

◎自然教室「落ち葉であそぼう！」
　落ち葉狩り、焼き芋作りをしま
す。
▽とき　11 月 13 日（日）、午前

10時～正午
▽持ち物　手袋、飲み物、替えの下
着・靴下、雨具
◎月例登山「晩秋の山　ライオン岩
ハイク」
▽とき　11月 20日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽持ち物　昼食、飲み物、替えの下
着・靴下、雨具
～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）
▽対象　小学生以上
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■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）

弘前学院大学地域総合
文化研究所講演会
▽とき　11月 19日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前学院大学（稔町）礼
拝堂
▽内容　講演会「本多庸一のキリス
ト主義教育観」…講師・野口伐名さ
ん（弘前学院大学客員教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学文学部事務（成田さ
ん、☎34・5211）

第２回つがるつなが～る
フェスタ
　障がい福祉の理解を深めるための
イベントです。
▽とき　11月 20日（日）
　　　　午前10時半～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース、多世代交流室
▽内容　障がい者団体などのライブ
やダンスパフォーマンス／福祉サー
ビス事業所の出展販売／障がいに関
する〇×クイズ／たか丸くんやラッ
セル君との撮影会／抽選会ほか
■問つがるつなが～るフェスタ実行委
員会事務局（弘前市障害者生活支援
センター内、☎ 31・2400、水曜
日を除く午前９時～午後５時）

りんごトラック市

　弘前市近郊の農家がトラックに旬
のりんごや農産物などを積んでりん
ご公園に集結し、直売を行います。
購入者には、アップルパイ１パック
引き換え券などの景品が当たる抽選
券を差し上げます。
▽とき　11月 20日（日）
　　　　午前９時～午後３時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）第１駐車場
■問りんご公園（大瀬さん、☎ 36・
7439）

障害者週間記念大会
福祉・教育懇談会
▽とき　11月 20日（日）、午前９
時40分～午後２時半
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）体育館
▽テーマ　「共生社会は理解から－
聞いて下さい !! 障害を持つ子の親
の話し・関わる人の話し－」
▽内容　基調映像、意見発表会、討
論会
▽参加料　無料（昼食を用意します）
▽申し込み方法　11 月 11 日まで
に、電話かファクス（住所・氏名を
記入）で申し込みを。
■問身体障害者福祉センター（☎
36・4521〈午前８時半～午後５
時〉、■Ｆ 32・1144）

外国人のためのひろさき楽習

～日本の伝統楽器尺八を奏でよう～
▽とき　11月 23日（水・祝）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽内容　尺八について学び、演奏し
ます
▽講師　ニック・べランドさん
▽対象　市内に住む外国人＝15人、
国際交流に興味のある市民＝５人 
▽参加料　無料　
▽申し込み方法　11 月 21 日まで
に、氏名・電話番号・国籍・理解で
きる言語をお知らせください。

■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）

企画展「禅林街－発掘調査
成果を含めて－」
▽とき　平成 29年３月末まで、午
前９時～午後５時
▽ところ　旧弘前市立図書館（下白
銀町）２階展示コーナー
■問文化財課（☎82・1642）

11
月
の
催
し

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会（68 年ぶりに近づく超
スーパームーンを見よう）
▽とき　11 月 14 日（月）
　　　　午後５時～９時
▽ところ　星と森のロマントピア

（水木在家字桜井）
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時半）
※当日は休館日ですが、午後５時
～９時まで特別開館します。
※事前の申し込みは不要。
■問 星と森のロマントピア天文台

（☎ 84・2233、月曜日は休館）

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

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　The ISS ～国際宇宙
ステーション～
▽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・
中学生や外国人留学生、市内外の
障がい者、ひろさき多子家族応援
パスポートを持参の人は無料。年
齢や住所など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　お月さまとお星さま
▽観覧料　無料
■問 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
火曜日は休み）

11
月
の
投
影
日
程


