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 イベント
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　①３月５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「認知症あんしん生活実
践塾の成果について ２期分のまと
め」、②「お疲れ様会」
※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）

文化財課の催し

【ふるさとの歴史・文化財マップ作
品展】
▽とき　３月１日～６日、午前９時
～午後９時
▽内容　東目屋・時敏・福村小学校
の児童が各学区にある文化財などを
調査し、その成果をまとめたマップ
の展示。

【大森勝山遺跡パネル展～大森勝山

遺跡の価値とこれから～】
▽とき　３月８日～ 12 日、午前９
時～午後９時
▽内容　史跡大森勝山遺跡のこれま
での調査成果と公開活用事業などに
ついて紹介
～共通事項～
▽ところ　イオンタウン弘前樋の口

（樋の口２丁目）
▽観覧料　無料
■問文化財課（☎ 82・1642）

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎北国の縄文「土偶バンザイ」展
▽とき　３月 11 日～ 20 日、午前
９時～午後４時
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽内容　土偶にちなんだ作品の展
示・販売
▽観覧料　無料
■問 鳴 海 要 記 念 陶 房 館（ ☎ 82・
2902、火曜日は休み）

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　３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　３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）

認知症の人と家族のつどい

▽とき　３月 12 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〉）

まちなかクラフト村
弘前工芸舎展示会

【春の舎（いえ）～人知れず迷い込
んだ森の小屋にはひっそりと春の支
度がしてありました～】
　弘前公園に隣接する「趣のある建
物」旧紺屋町消防屯所で、４人の作
り手（木工・陶・ガラス・漆）によ
る器や家具など、暮らしを彩る作品
の展示会を開催します。手のひらで
春の気配をお楽しみください。
▽とき　３月 16 日～ 20 日、午前
10 時～午後４時（最終日は午後３
時まで）
▽ところ　旧紺屋町消防屯所
■問商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

ヒロロスクエアの催し

【シニア向け 交流サロン～介護のあ
れこれ、ちょっと話させて～】
▽とき　３月 17 日（金）
　　　　午前 10 時～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多

世代交流室１
▽内容　①軽体操と脳トレ／②素敵
な緊急連絡先カード作ろう！／③今
さら聞けない介護の基礎知識と保険
について現役ケアマネージャーに気
軽に聞いてみよう！
▽定員　15 人
▽参加料　無料　　
※事前の申し込みが必要。
■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〉）

全日本一輪車競技大会

【舞台演技部門～「美」への誘（い
ざな）い　一輪車は羽ばたく～】
　県内４団体、県外７団体による美
の競演をお楽しみください。
▽とき　３月 19 日（日）、午前 10
時～（開場は午前９時 15 分）
▽ところ　市民会館（下白銀町）
▽入場料　Ｓ席＝ 2,000 円、Ａ席
＝ 1,500 円、Ｂ席＝ 1,000 円（全
席指定）
※３歳以下で、保護者の膝の上に座
る場合はチケット不要。
▽チケット取扱所　豊田児童センタ
ー、東部児童センター、紀伊國屋書
店弘前店、平川市平賀児童館
■問 豊 田 児 童 セ ン タ ー（ ☎ 27・
7828、 ■Ｆ 26・7299、 ■Ｅ uni_
dancing@yahoo.co.jp）

こどもの森３月の行事

◎月例登山「春の久渡寺山登山」
▽とき　３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　登山の経験があり、冬山登
山の装備で参加できる人
▽参加料　無料
※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。
▽持ち物　昼食、飲み物、タオル、
替えの下着・靴下、防寒着、雨具
▽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）

スポーツ鬼ごっこ大会

▽とき　３月 26 日（日）、午前９
時～正午（受け付けは午前８時半～）
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター

（八幡町１丁目）
▽対象　小学生＝ 100 人（先着順）
※チームでの申し込みは１チーム７
～ 10 人。個人での申し込みも可。
▽参加料　１人 300 円（傷害保険
料を含む、当日徴収）
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
汗ふきタオル
▽申し込み方法　３月 19 日まで
に、電話かファクス（氏名・学年・
学校名・保護者氏名・連絡先を記入）
で申し込みを。
■問 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545、■Ｆ 33・4583）

農家のおかあさん直伝！
「おいのまんま」
　市内農家の“おかあさん”と交流
しながら、農家のまかない食「おい
のまんま」を作ってみませんか。
▽とき　４月８日（土）
　　　　午前 10 時～午後１時
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽内容　三色おいなり作りほか
▽定員　30 人（先着順）
▽参加料　2,000 円
▽持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん
■問３月 10 日までに、電話かファク
スで、巧みなママねっと事務局（佐
藤 さ ん、 ☎ 携 帯 090・9637・
6377、■Ｆ 96・2660）へ。

出張譲渡キャラバン
「あなたの思いが命を救う！」
　犬猫の適正飼養啓発と譲渡事業推
進を目的とした出張譲渡会です。
▽とき　３月８日（水）
▽ところ　弘前保健所（下白銀町）
▽内容　午後１時半～＝譲渡前講習
会／午後３時～＝見合い・抽選・譲
渡手続き

　   暮らしの
nformation

●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

※譲渡対象の犬猫がいる場合は、健
康状態を考慮し、当日の朝に譲渡す
る動物を決定します。動物を持参で
きない場合は講習会のみを実施しま
す。
▽対象　県内在住の 20 歳以上で、譲
渡前講習会を１年以内に受講した人
※ 60 歳以上で１人暮らしの人は後
見人が必要。
▽手数料　3,000円（譲渡する場合）
※詳しくは、ホームページで確認す
るか、電話で問い合わせを。
■問 青森県動物愛護センター（☎青
森 017・726・6100、■Ｈ http://
www.aomori-animal.jp/）

３
月
の
投
影
日
程

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 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　
■…休み

★投影プログラム
【一般投影／ 45 分間】
▽テーマ　春の夜空に見える星
▽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　星占いに出てくる星座
▽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・第３土曜日の午前
11 時～ 11 時半／第２・第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　「家族」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 ３月の
催し

▲大森勝山遺跡


