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 イベント
鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎竹村松博彫刻小品展
▽とき　１月７日～ 16 日　
◎古布と小物展
▽とき　１月 19 日～ 23 日
～共通事項～
▽時間　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
▽休館日　毎週火曜日　
■問鳴海要記念陶房館（☎ 82・2902）

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　①１月７日・② 21 日
※時間はいずれも午前９時半～ 11
時半。
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホールＡ
▽内容　①新年会／②講話「水分の
摂り方・工夫」
※①・②ともに体操を行います。
▽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）

認知症の人と家族のつどい

▽とき　１月 22 日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前市社会福祉センター

（宮園２丁目）２階
▽内容　認知症、介護についての話
し合い
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問認知症の人と家族の会青森県支部

（弘前地域世話人・中畑さん、☎
44・4959〈午後６時以降〉）

こどもの森１月の行事

◎月例登山「新春登山」
▽とき　１月８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。
◎自然教室「新春弓矢大会」
▽とき　１月 15 日（日）
　　　　午前 10 時～正午
▽対象　小学生以上
▽持ち物　飲み物、替えの下着・靴
下、雨具、防寒着
～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。
▽冬季開館日　毎週土・日曜日、祝
日と小・中学校の冬休み・春休み期
間（１月１日～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）

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　１月 11 日（水）
　　　　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　１月 15 日・25 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。
■問こども絵本の森（☎ 35・0155）

第41回企画展
石坂洋次郎展～「青い山脈」70年～
　「青い山脈」の発表から 70 周年
の節目にあたり、「百万人の作家」
とたたえられた石坂洋次郎の人と文
学に焦点をあてます。
▽期間　１月 12 日～ 12 月 28 日
▽開館時間　午前９時～午後５時

（入館は午後４時半まで）
▽ところ　市立郷土文学館（下白銀
町、追手門広場内）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝ 50 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
を確認できるものを提示してくださ

い。
■問市立郷土文学館（☎ 37・5505）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

弘前学院大学
国語国文学会冬季大会
▽とき　１月 14 日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　弘前学院大学（稔町）１
号館４階 414 教室
▽内容　文学散歩報告…櫻庭怜央さ
ん（日本語・日本文学科３年）／卒
業論文発表…山口佑さん・蜂谷菜摘
さん・澤田隆良さん・阿保美南さん・
斎藤かれんさん（ともに同学科４年）
／講演「方言支援ツールの開発－熊
本地震方言プロジェクトを振り返る
－」…今村かほるさん（文学部教授）
▽対象　市民
▽入場料　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）

地域未来創生センター講演会・
フォーラム

【コメの自然栽培を考える】
▽とき　１月 25 日（水）
　　　　午後３時～５時半
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）２階 201 講義室
▽内容　自然栽培に関する木村秋則
さんの講演とアンケート調査の結果
発表など

【人口減少社会における持続可能な
地域づくりを考える】
　人口減少問題に焦点をあてた当セ
ンターの調査研究成果を広く地域住
民の皆さんと共有し、将来にわたっ
て持続可能な地域づくりを考える場
として開催します。
▽とき　２月３日（金）
　　　　午後６時～８時半
▽ところ　土手町コミュニティーパ
ーク
▽内容　成果報告、座談会「地域未
来創生センターに望むもの」
～共通事項～
▽入場料　無料

※事前の申し込みは不要。
▽その他　駐車場がありませんの
で、公共交通をご利用ください。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（☎ 39・3198、平
日の午前 10 時 15 分～午後５時）

県立弘前第一養護学校
第10回作品展
　多くの人に特別支援教育について
知ってもらうため開催します。
▽とき　1 月 28 日の午前９時～午
後６時、29 日の午前９時～午後５
時
▽ところ　イオンタウン弘前樋の口
▽内容　作品展示、学校紹介、生徒
による製品販売
▽入場料　無料
■問県立弘前第一養護学校（☎ 96・
2222）

二十歳の祭典

▽とき　１月８日（日）
　　　　午前 11 時～
※午前 10 時 50 分までに入場して
ください。
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽内容　成人式および成人祭
▽対象　平成８年４月２日～平成９
年４月１日に生まれた人
※市内に住所のある対象者には案内
はがきを郵送しています。
▽その他　市民会館に駐車できませ
んので、近くの有料駐車場をご利用
ください／交通渋滞緩和のため、市
役所・茂森方面から市民会館への右
折進入を禁止します。
■問生涯学習課（☎ 82・1641）

第51回
津軽雪上ラグビー大会
▽とき　①２月４日の午前 10 時～
／②２月５日の午前９時～
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
多目的グラウンド
▽対象　①・②高校の部＝県協会登
録の選手で構成されたチーム／②ス
パイクの部＝選手全員がスパイクま
たはシューズなどの着用を希望する

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
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22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

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　
■…休館日

★投影プログラム
【一般投影／45分間】
▽テーマ　宇宙ってなんだろう？
▽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　星空のおえかき
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、1
月１日～４日、火曜日は休館日）

１
月
の
投
影
日
程

緑の相談所 1月の
催し

【展示会】
●樹木の冬芽展　20日～ 29日

【講習会】
●山野草の栽培　28日、午後１
時半～３時半
▽参加料　無料
▽休館日　１日～３日・10日・
16日・23日・30日
■問緑の相談所（☎33・8737）

チーム／②ながけりの部＝選手全員
がゴム長靴（金具の付かないもの）
の着用を義務付けられたチーム
▽参加料　弘前ラグビーフットボー
ル協会登録チーム＝ 2,000 円～／
その他のチーム＝ 5,000 円～
※傷害保険料を含む。
■問１月 12 日までに、弘前ラグビー
フットボール協会（木村さん、東奥
義 塾 高 校 内、 ☎ 92・4111、 ■Ｅ
kimura-takahiro@gijuku.
ac.jp）へ。
※必要書類を送信しますので、Ｅメ
ールで申し込みを。

◎おたのしみおはなし会
▽とき　７日・21 日の午前 11
時 ～ 11 時 半、14 日・28 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　「ゆき・ふゆ」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 1月の
催し


