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ホール
▽入場料　1,000円
※無料の託児室を用意します。
■問音楽ネットワーク弘前事務局（今
さん、☎ 32・2007）

市町村トップセミナー

▽とき　１月24日（火）
           午後１時半～４時半
▽ところ　ホテル青森（青森市堤町
１丁目）あすなろ・はまなすの間
▽内容　「20 年後の地域を自分た
ちの手で創り出すために」…講師・
川北秀人さん（I IHOE代表）
▽定員　100人
▽参加料　無料
■問 １月 20 日までに、プラット
フォームあおもり（☎青森 017・
763・5522）へ。

青森県明るい選挙啓発ポス
ターコンクール入賞作品展
▽とき　１月 30日～２月２日、午
前９時～午後８時（最終日は午後３
時まで）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
■問選挙管理委員会事務局（☎ 35・
1129）

こぎん刺し＆珈琲に魅せら
れて移住した人と語る移住
トークイベント
　津軽の地で受け継がれた「こぎん
刺し」と、東北最古の喫茶店が今も
残るなど「珈琲文化」がある弘前。
それぞれの文化に魅了されて当市に
移住した人を招き、トークイベント
を開催します。
　当日は移住支援制度の説明と個別
移住相談も行いますので、首都圏に
知り合いのいる人は周知のご協力を
お願いします。
▽とき　１月29日（日）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　移住・交流情報ガーデン
（東京都中央区京橋１丁目）
▽トークゲスト　角舘徳子さ
ん（こぎん作家）、佐藤智子さん

（Hachicafe 店主）
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（氏名・連絡先を記入）
で、１月23日までに申し込みを。
■問ひろさき移住サポートセンター
東京事務所（☎ 東京 03・6256・
0801、■Ｆ 03・6256・0802、■Ｅ
hif-tokyo@city.hirosaki.lg.jp）

弘前大学大学院人文社会科学
研究科修士論文成果発表会
ＦＤ公開発表会
【修士論文成果発表会】
▽とき　１月25日（水）
　　　　午後1時半～７時
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
（文京町）４階多目的ホールほか
▽内容　２年生の修士論文の発表
【大学院ＦＤ公開発表会】
▽とき　２月１日（水）
　　　　午後２時半～４時半
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
４階多目的ホール
▽内容　１年生などの研究成果発表
※いずれも事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部教務担
当（ ☎ 39・3941、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
jinbun/web/index.html）

お殿様・お姫様衣装
着付け体験

　
　お殿様やお姫様の着付け体験がで
きます。子ども用もありますので、
ぜひおいでください。
▽とき　３月 31日までの午前９時
～午後４時半
▽ところ　武徳殿（弘前公園内）
▽料金　500円～ 1,000 円（入園
料は無料）
■問市みどりの協会（☎33・8733）

第26回日専連全国児童
版画コンクール弘前地区選
作品展示発表会
　市内小学校の児童が応募した作品
から受賞作品約 300 点を展示しま
す。
▽とき　１月 27日～ 29日、午前

第11回自然環境学習会

　ひろさき環境パートナーシップ
21（HEP21）では、市民の皆さん
に自然環境について知ってもらうた
め、学習会を開催します。
▽とき　１月21日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽内容　だんぶり池や県内で見られ
る動植物について、大学生や高校生、
市民が発表します
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問環境管理課環境保全係（町田字筒
井、☎ 36・0677）

サイエンスカフェ in弘前

　究極の薄さと強さを兼ね備え、電
機や熱をよく通す。そんな夢の物質
の不思議な世界を案内します。
▽とき　１月21日（土）
　　　　午後１時～２時半
▽ところ　弘前大学文京町キャンパ
ス総合教育棟３階306講義室
▽内容　「カーボンナノチューブと
グラフェンの世界にようこそ－最も
薄い物質への挑戦－」…講師・齋藤
理一郎さん（東北大学教授）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学大学院理工学研究科（藤
川さん、☎ 39・3549）

第10回弘前音楽祭
合同コンサート
　音楽ネットワーク弘前に参加して
いる団体が一堂に会する合同演奏会
です。今回は第 10 回記念として、
最後の演目にベートーヴェンの交響
曲第９番を合唱付きで演奏しますの
で、お楽しみください。
▽とき　１月 22 日（日）、午後 2
時～（午後１時半開場）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大

10時～午後７時（最終日は午後５
時まで）
▽ところ　市民文化交流館イベント
スペース（駅前町、ヒロロ３階）
▽入場料　無料
※ヒロロ駐車場を利用の場合は、駐
車券をお持ちください。駐車料金の
一部が無料となります。
■問日専連弘前事務局（☎39・2277
〈平日の午前９時～午後５時〉）

2016-2017Ｂ２リーグ
青森ワッツホームゲーム
▽とき　第１戦＝
１月28日、午後６
時～／第２戦＝１
月29日、午後２時
～
▽ところ　青森県
武道館（豊田２丁目）
▽対戦カード　青森ワッツ対西宮ス
トークス（兵庫県）
※チケットの販売価格、販売所など
詳しくは、青森ワッツホームページ
（https://aomori-wats.jp/）をご
覧ください。
■問青森スポーツクリエイション（☎
青森017・763・0551）

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）　２月
４日・18 日・25 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・紙芝居
などと図書館地下書庫の探検。対象
は小学校１～３年生）　２月４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）　２月４日・11日・

18 日・25 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）　２月４日・11日・18日・
25 日の午前 10時～正午／郷土文
学館（☎37・5505）
■問各会場へ。
※プラネタリウム、市立博物館、郷
土文学館は市内の小・中学生はいつ
でも無料です。サタディプラン以外
の日もご利用ください。

弘前医療福祉大学短期大学部
県産食材を使った料理作品展
・卒業作品発表会
▽とき　１月29日（日）
　　　　正午～午後４時
▽ところ　土手町コミュニケーショ
ンプラザ１階多目的ホールＡ
▽内容　食育福祉専攻１・２年生に
よる料理作品の展示／専任教員・非
常勤講師による師範作品の展示／体
験コーナー（青森県のグルメマップ
を作ろう、調理師の仕事を疑似体験）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前医療福祉大学短期大学部食
育福祉専攻（三上さん、☎ 27・
1001）

JFAキッズサッカーフェス
ティバル2016あおもり
▽とき　２月５日（日）、午前 10
時～正午（受け付けは午前９時半～）
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）
▽内容　FIFA グラスルーツ形式
（ワークショップとゲーム）を取り
入れ、初心者でも経験者でも楽しむ
ことの出来るプログラムです　
▽対象　未就学児～小学校４年生の
男女
▽定員　① U-6（未就学児）、②
U-8（小学 1･2年生）、③U-10（小
学 3･4年生）＝各30人（先着順）
▽参加料　無料
▽その他　参加者は、当日直接会場
においでください／定員を超えた
場合は、参加できない人にだけ連

絡します／多少の雪でも決行しま
すが、悪天候の場合は中止となり
ます。中止の確認は、青森県サッ
カー協会キッズ委員会ホームページ
（http://www.maru-navi.net/
afa-kids/）をご覧ください。
▽申し込み方法　ホームページの申
込フォームに必要事項を記入の上、
ファクスかＥメールで申し込みを。
※当日撮影した写真などは各メディ
ア等で使用する場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。
■問青森県サッカー協会キッズ委員会
（☎十和田 0176・50・2866、■Ｆ
0176・50・2867、■Ｅ afa_kids_
ichikawa@yahoo.co.jp）

第36回小・中美術展

　弘前地区の小・中学生の図工・美
術の優秀作品を集めた作品展です。
期間中は中学校壁新聞展示も同時開
催します。
▽とき　２月３日～６日の午前９時
～午後５時（最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽内容　描画、版画、立体作品、工
芸、デザイン作品の展示
※２月４日の午前11 時から、造形
ワークショップも開催します。
▽入場料　無料
■問造形教育調査研究委員会（教育セ
ンター内、☎26・4803）

こどもの森２月の行事

◎自然教室「ソリ大会」
▽とき　２月５日（日）
　　　　午前10時～正午
▽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（親子参加も可）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、替えの下着・靴
下、雨具、防寒着
※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・春休み期間
■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）
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