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 イベント
鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎真冬の硝子ふたり展
▽とき　２月３日～ 12 日の午前９
時～午後４時
▽内容　ガラスの食器やアクセサ
リーなどの展示・販売
◎ももの節句とたんごの節句
▽とき　２月 19 日～３月３日の午
前９時～午後４時（最終日は午後３
時まで）　
～共通事項～
▽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）

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　①２月４日・② 18 日の午
前９時半～ 11 時半
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホールＡ

▽内容　①講座「認知症サポーター
養成講座」、②講話「パワーリハビ
リの成果」
※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）

弘前工業高等学校定時制
第８回工業技術科展
　機械電気とインテリアの２コース
がある工業技術科の特長を生かし
た、実習製作品や卒業製作品を展示
します。
▽とき　２月４日・５日の午前 10
時～午後５時
▽ところ　百石町展示館第１展示室
▽内容　金属加工、ＬＥＤ装飾、電
気工事・本棚・テーブル・模型作品
などの展示
■問弘前工業高等学校定時制（石動さ
ん、☎ 32・6241）

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　２月５日・15 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　２月 19 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）

文化財課の催し

　津軽の庭園文化の紹介や、児童が
作成した作品を展示します。

【大石武学流庭園パネル展】
▽とき　2 月 10 日～ 15 日
▽内容　弘前・黒石・平川の 3 市
に所在する代表的な大石武学流庭園
について写真パネル等で紹介

【ふるさとの歴史・文化財マップ作
品展】
▽とき　2 月 17 日 ～ 22 日（20
日を除く）
▽内容　東目屋小・時敏小・福村小
学校の児童が各学区にある文化財等
を調査し、その成果をマップとして
まとめたものを展示
～共通事項～
▽ところ　さくら野百貨店弘前店

（城東北）4 階リコルソ前ホール
▽観覧料　無料
■問文化財課（☎ 82・1642）

第 42 回生活技術発表展

　農村女性と消費者がお互いの活動
や生活技術などを交換する発表展を
開催します。皆さん、ぜひおいでく
ださい。
▽とき　２月 17 日（金）
　　　　午前 10 時半～午後２時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　参加団体の農とくらしを楽
しむ活動紹介／郷土料理の展示・実
演試食／交流活動事例紹介／講演

「地域の恵みを活かし、お客様を満
足させるために」…講師・米坂恵子
さん（登山ガイド）
※事前の申し込みは不要。
■問中南地域県民局地域農林水産部
農業普及振興室（神さん、☎ 33・
4821）

ウィンタースポーツ岩木山
2017
　スノートレッキング、チューブそ
り、エアーボード、スノーモービル、
スノートライアル（ジムニー）など

の体験のほか、屋台コーナーもあり
ます。
▽とき　２月 18 日・19 日の午前
10 時～午後３時
▽ところ　岩木青少年スポーツセン
ター（常盤野字湯段萢）
▽入場料　無料（体験種目の一部は
有料）
■問岩木山観光協会事務局（☎ 83・
3000）

パン好き集まれ！パンフェ
スタ＆ママフェスタ
　市内外で人気のパン屋が、ヒロロ
スクエアに大集合！ママサークルに
よるハンドメイド作品の展示販売、
製作体験が楽しめるママフェスタも
同時開催します。
▽とき　２月 18 日（土）、午前 10
時～午後２時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽参加料　無料（ワークショップや
特別企画など一部有料コーナーあ
り）
■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〈午前８時半～午後９
時〉）

こどもの森２月の行事

◎月例登山「行けるとこまで行って
みよ」
▽とき　２月 19 日（日）、午前９
時半～午後２時半
▽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　登山経験があり、冬山登山
の装備で参加できる人
▽参加料　無料
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、
替えの下着・靴下、防寒着、雨具
※事前の申し込みが必要。
※豚汁を用意しますので、器の持参
を。
▽冬季開館日　毎週土・日曜日、祝
日と小・中学校の春休み期間
■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）

ロコスタジオ発表会 
HERITEGE vol.2
　タヒチアンダンス、フラ、ヒップ
ホップ、ジャズ、サルサなどジャン
ルの枠を超えたダンス発表会です。
ぜひおいでください。
▽とき　2 月 19 日（日）、午後４
時～（開場は午後３時半）
▽ところ　岩木文化センターあそ
べーる（賀田１丁目）ホール
▽入場料（全席指定）　2,500 円　
※座席を必要としない幼児は無料。
▽チケット販売所　まちなか情報セ
ンター
■問ロコスタジオ（☎ 55・6473）

ふれあい高齢者
ゲートボール親善大会
▽とき　３月 18 日（土）
　　　　午前９時～
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目、運動公園内）
▽内容　リーグ戦
▽対象　60 歳以上の市民
▽参加料　１チーム

（７人以内）＝ 2,000
円 ( 当日徴収）
■問２月 27 日までに、
弘前市社会福祉協議会（☎ 33・
1161）か、弘前市ゲートボール
協会（五十嵐さん、☎携帯 090・
8928・2328）へ。

図書館市民フォーラム
「進（シン）、図書館」
　市立図書館は現在、弘前図書館を
始め、岩木図書館、相馬ライブラ
リー、そしてこども絵本の森が、そ
れぞれに特徴をもって、市民の文化
活動や生涯学習に貢献しています。
　この図書館の一部が、平成 29 年
４月からの指定管理者制度導入によ
り、新たに始動します。図書館の面
白さや可能性を探ることに加えて、
図書館が進化することによる、さら
なる魅力向上への取り組みを知って
もらうため、「進（シン）、図書館」
をテーマに、図書館市民フォーラム
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を開催します。
▽とき　２月 25 日（土）、午後１
時半～３時 45 分
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　基調トーク「そうだ！図書
館さでも行ってみるガ」／クロス
トーク「弘前の図書館は進化する
の？」　／図書館パフォーマンス「学
びと遊びの創造の場に向けて」…体
験版ビブリオバトル、図書館市民コ
ンサート、朗読のある風景
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前図書館（☎ 32・3794）
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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

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　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、
火曜日は休み）

◎おたのしみおはなし会
▽とき　第１・３土曜日の午前
11 時～ 11 時半／第２・４土曜
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　「世界の昔話・民話・名作」
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 ２月の
催し


