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こどもの森12月の行事

◎自然教室「木の実の工作」
▽とき　12 月４日（日）
　　　　午前 10 時～正午
◎月例登山「Ｘ’マス・トレッキン
グ」
▽とき　12 月 18 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
▽持ち物　昼食、飲み物、替えの下
着・靴下、雨具、防寒着
※豚汁を用意しますので、器の持参
を。
～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
※事前の申し込みが必要。
▽冬期開館日　毎週土・日曜日、祝
日と小・中学校の冬休みおよび春休
み期間（12 月 29 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）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎和ぼうき展
▽とき　12 月 17 日～ 25 日の午
前９時～午後４時（17 日は午後１
時から）
▽観覧料　無料

◎ほうき作り教室
▽ と き　12 月 18 日・24 日・25
日の午前 10 時～正午、午後１時～
３時
▽定員　各８人
※事前の申し込みが必要。
▽参加料　手ぼうき＝ 2,500 円、
長ぼうき＝ 4,000 円
～共通事項～
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902、火曜日は休み）

交通乗り♪乗り♪「大鰐線
でタイムトリップ！」第２弾
　電車の乗り方を学んだ後、クリス
マスの雰囲気たっぷりの東奥義塾高
校にあるパイプオルガンの演奏とそ
の仕組みを紹介します。
▽とき　12 月 17 日（土）
　　　　午前８時 15 分～正午
▽ところ　東奥義塾高校（集合＝弘
南鉄道大鰐線中央弘前駅）
▽対象　幼児・小学生とその家族＝
10 組
▽参加料　１組 1,000 円（大鰐線
往復運賃を含む）
■問 12 月 14 日までに、電話か E メ
ールで、あんよ・せらぴー共育研究
会（境さん、☎携帯 090・1935・
5527、■Ｅ anyotherapy@yahoo.
co.jp）へ。

旧弘前藩藩校稽古館
資料調査報告会
　東奥義塾高校所蔵の旧弘前藩藩校
稽古館資料について、今年度の調査
研究の成果を発表します。ぜひおい
でください。
▽とき　12 月 18 日（日）、午後 1
時～４時半（午後０時半開場）
▽ところ　弘前大学人文社会科学部

（文京町）４階多目的ホール
▽内容　基調講演「美濃国大垣藩藩
校の蔵書」…講師・膽吹覚さん（福
井大学）、人文社会科学部教員によ
る調査報告
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（渡辺さん・古川さん、
☎ 39・3198、平日の午前 10 時
15 分～午後５時）

サウンド・オブ・ミュージック
ミュージカル発表会
　子どもたちが手話・英語司会によ
り元気に明るく歌います。
▽とき　12 月 18 日（日）
　　　　午後 1 時半～
▽ところ　百石町展示館
▽入場料　無料
■問弘前ねむの会ファミリーコーラス

（三浦さん、☎携帯 090・4552・
2411）
※平成 28 年度市民参加型まちづく
り 1％システムの採択事業。

子どもミュージカルクラブ
短期集中講座
　学校や学年の違う子どもたちが集
まってミュージカルを発表します。
▽とき　練習日＝ 12 月 24 日～
26 日、１月６日・７日／発表日＝
１月８日
※時間はいずれも午後１時～２時
半。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽講師　清水知子さん、前田美代子
さん（情報ネットワークグループ「リ
エゾン」）
▽対象　市内の小学校３年生～中学
生＝ 20 人
※応募者が少ない場合は開催しない
ことがあります。
▽参加料　1,000 円
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物、筆記用具
▽申し込み方法　はがきかファクス
またはＥメール（住所・氏名〈ふり
がな〉・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者氏名を記入）で、12
月 12 日までに申し込みを。
■問中央公民館（〒 036・8356、下
白銀町 19 の４、☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ  chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

ふれあい高齢者
グラウンド・ゴルフ親善大会
　健康保持と参加者の親ぼくを深め
ることを目的に開催します。
▽とき　１月 21 日（土）
　　　　午前９時～午後５時
▽ところ　克雪トレーニングセンタ
ー（豊田２丁目）
▽内容　団体戦と個人戦
▽対象　60 歳以上の市民で構成す
るチーム（原則６人）＝ 36 チーム

（先着順）
▽参加料　１チーム 2,000 円
※申し込み後のキャンセルは参加料
を返金できませんのでご注意を。
▽申し込み方法　12 月６日～９日
に、弘前市社会福祉協議会（宮園２
丁目、弘前市社会福祉センター内）
に備え付けの参加申込書に必要事項
を記入の上、申し込みください。
※詳しくは問い合わせを。

■問弘前市社会福祉協議会（古澤さん、
☎ 33・1161）

藤田記念庭園冬期開園

▽とき　３月 31 日までの午前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
▽入園料　無料（会議室は有料）
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

弘前公園スマートグラス
ガイドツアー
　スマートグ
ラ ス を 使 用
し、ツアーガ
イドと共に弘
前公園を巡り
ます。スマートグラスで弘前公園の
満開の桜や弘前城の曳屋（ひきや）
の動画を楽しんでみませんか。
※スマートグラス…装着することに
より音声付映像や 360 度のパノラ
マ映像が楽しめるメガネ型の機器
▽とき　３月 31 日までの午前 10
時半～、午後 2 時～
※所要時間は約 70 分。
▽コース　藤田記念庭園～追手門～
南内門～下乗橋～本丸展望所～武徳
殿
▽対象　中学生以上
※保護者の同意があれば小学生以下
の体験も可。
▽体験料　1,000 円
▽対応言語　日本語、英語、韓国語、
北京語、タイ語
■問市みどりの協会（藤田記念庭園事
務 所、 ☎ 37・5525、 ■Ｈ http://
www.h i rosak ipark .o r. jp /
hujita/stguide.html）

弘前・江戸の暮らし今・昔展

～もったいないの元祖に触れる～
　弘前地域を中心とした昔の人の暮
らしの知恵や現代の暮らし方につい
て、衣・食（職）・住など身近なテ
ーマから取り上げ、写真やイラスト
で展示します。また、江戸時代の循
環型社会の仕組みについても紹介し
ます。
▽とき　12 月１日～１月 31 日、

午前９時～午後４時
▽ところ　弘前地区環境整備センタ
ープラザ棟（町田字筒井）２階研修室
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388、月曜日・12 月
29 日～１月３日は休館日〈月曜日
が祝日の場合は翌日が休館日〉）

市民新年互礼会

～子どもたちの
　　　　　笑顔あふれるまち弘前～
　平成 29 年の市民の皆さんの活躍
と市の発展を祈願して、市民新年互
礼会を開催します。
▽とき　１月３日（火）
　　　　午後５時～６時
▽ところ　アートホテル弘前シティ

（旧ホテルナクアシティ弘前、大町
１丁目）
▽会費　1,500 円
※事前の申し込みが必要。
■問 12 月 16 日までに、広聴広報課
広聴広報担当（市役所 3 階、窓口
308、 ☎ 35・1194、 ■Ｆ 35・
0080）へ。
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立
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　8 月に新たに県の指定を受けて「県技芸」に選ばれた「津軽塗」をはじめ、こ
けしやこぎんといった津軽伝統の工芸品は、国内のみならず海外でも高い評価を
受けています。本企画展では、弘前の誇る工芸品に刀剣や甲冑（かっちゅう）を
加え、工芸品の持つ魅力を紹介します。
▽開催期間　12 月 10 日～１月 22 日（12 月 19 日、１月 16 日は休み）
▽開館時間　午前９時半～午後４時半
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
▽観覧料　一般＝ 280（210）円、高校・大学生＝ 140（100）円、小・中学
生＝ 80（40）円
※（ ）内は 20 人以上の団体料金。また、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。住所や年齢などを証明できるものの提示を。
※年末年始（12 月 29 日～１月３日）は開館します。期間中に来館した人に、
博物館オリジナル「いのっち消しゴム」をプレゼントします。
■問市立博物館（☎ 35・0700）

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　12 月３日の午前 11 時
～ 11 時 半、10 日・24 日 の 午
後３時～３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　「クリスマス」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
◎クリスマスおはなし会
▽とき　12 月 17 日（土）
　　　　午後２時～２時 40 分
▽ところ　弘前図書館２階視聴覚
室
▽対象　小学生＝ 80 人（幼児も
可）
▽語り手　おはなしるんるん
～共通事項～
▽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 12月の
催し

津軽よろず
工芸展


