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　   暮らしの
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●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

藤田記念庭園夜間開園

▽とき　11 月２日～４日・10 日・
11 日の午後５時～８時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）洋館（藤田謙一資料館）、高台部、
低地部
▽入園料　大人＝ 310 円、子ども
＝ 100 円
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

鳴海要記念陶房館ギャラリー

◎２人のアトリエ　ゲビンデと押し
花アート～ X’mas vol.2 ～
▽ と き　11
月 5 日～ 12
日の午前 9 時
～午後 4 時
▽内容　ゲビ
ンデと押し花
アートの展示
◎ゲビンデ・押し花アート体験会

▽とき　11 月 5 日～ 12 日の午前
10 時～午後 3 時（受け付けは随時）
▽内容　クリスマス用飾り・ハーバ
リウム（植物標本）の作成
▽参加料　2,000 円～
◎和ぼうき展
▽とき　11 月 18 日の午後 1 時～
4 時、11 月 19 日～ 26 日の午前
9 時～午後 4 時
◎ほうき作り教室
▽ と き　11 月 19 日・25 日・26
日の午前 10 時～午後 3 時
▽参加料　手ぼうき＝ 2,500 円、
長ぼうき＝ 4,000 円
▽定員　各 8 人
※事前の申し込みが必要。
～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）

第 15 回文化センター
フェスティバル
　弘前文化センター（下白銀町）で
活動している文化グループによる催
しです。日ごろの活動成果を発表し
ます。
▽日程と内容　作品展示…11 月
11 日～ 13 日の午前 10 時～午後
４時（13 日は午後３時まで）／
ホール発表…11 月 12 日、午後０
時 45 分～３時 40 分
▽ところ　弘前文化センター
▽入場料　無料
▽その他　参加グループなどは中央
公民館内の掲示または、ホームペー
ジ（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/chuokominkan/）をご
覧ください。
■問中央公民館（☎ 33･6561、火曜
日は休み）

弘大金木農場「農場祭」

▽とき　11 月 11 日（土）
　　　　午前 10 時～午後２時
▽ところ　弘前大学農学生命科学部
附属生物共生教育研究センター金木
農場（五所川原市金木町芦野）
▽内容　農場生産物販売コーナー、

体験コーナー（米５品種あじくらべ）、
豚肉試食、研究展示、出店販売
■問 金木農場（☎五所川原 0173・
53・2029）

こどもの森 11 月の行事

◎自然教室「落ち葉であそぼう！」
▽とき　11 月 12 日（日）
　　　　午前 10 時～正午
▽内容　落ち葉狩り、焼き芋作り
▽持ち物　手袋、飲み物、替えの下
着・靴下、雨具
◎月例登山「晩秋の山　ライオン岩
ハイク」
▽とき　11 月 19 日（日）、午前９
時半～午後２時半（雨天決行）
▽持ち物　飲み物、昼食、替えの下
着・靴下、雨具
～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）
▽対象　小学生以上
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■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）

弥生いこいの広場閉園感謝祭

▽とき　11 月 12 日（日）、午前９
時～午後４時半（雨天決行）
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）ハイランドハウス前
▽内容　午前 10 時～＝工作教室、
午前 11 時～＝餅の振る舞い、午後
１時～＝バルーンアート
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。いずれも
先着順。
■問 弥 生 い こ い の 広 場（ ☎ 96・
2117）　

ゼロ・ウェイストの
町に学ぶ講演会
～ごみは燃やさずにリサイクル～　
　四国で一番小さな町（徳島県上勝
町）が、全国一の「リサイクルの町」
になって 15 年。ごみの処理に税金
を使わないこつを学びませんか。

▽とき　11 月 15 日（水）
　　　　午後０時半～４時
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ４階）
▽講師　服部雄一郎さん（ゼロ・ウェ
イスト国際プロモーター）
▽参加料　200 円（資料代として）
※参加者には生ごみの堆肥化ができ
る材料を差し上げます。事前の申し
込みは不要。
■問もったいないつがるの会（三國さ
ん、☎携帯 080・1831・8432）
※平成 29 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

弘前 秋のらん展

　カトレア・デンドロビウム・胡蝶
蘭などを展示します。
▽とき　11 月 17 日～ 19 日の午
前 10 時～午後５時（初日は午後１
時から、最終日は午後４時まで）
▽ところ　緑の相談所（下白銀町）
▽入場料　無料
■問 弘 前 城 愛 蘭 会（ 対 馬 さ ん、 ☎
27・5442）

平成 29 年度弘前市社会福祉大会

▽とき　11 月 17 日（金）
　　　　午後０時半～
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
ホール
▽内容　オープニングアトラクショ
ン「祭囃子」弘大囃子組／福祉協力
校活動体験発表（文京・豊田・東小
学校）／記念講演「人生の終焉に向
けて～終活をはじめましょう～」…
講師・村井麻矢さん（終活カウンセ
ラー）／社会福祉事業の功労者への
表彰
※福祉施設で作った加工食品、野菜、
手工芸品などの販売をします。
▽入場料　無料
■問弘前市社会福祉協議会（☎ 33・
1161）

スポーツでのまちづくり
アイデアソン
　スポーツを活用したまちづくりに
ついて、オープンデータを活用しな

がらアイデアを出し合いませんか。
▽とき　11 月 18 日（土）　
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホールＡ
▽対象　高校生以上＝ 30 人
▽参加料　無料
▽その他　Wi-Fi が利用できます。
駐車場はありませんので、公共交通
機関などをご利用ください。アイデ
アは、地域課題の解決を目的にし
た「アーバン・データ・チャレンジ
2017（http://urbandata-challen
ge.jp/2017submitstart）」に応募
できます。詳しくは、問い合わせを。
■問 11 月 14 日までに、E メール（参
加者全員分の氏名、年齢、電話番号、
職業、好きなスポーツを記入）で、
ひろさき未来戦略研究センター情
報分析・行革・連携担当（☎ 40・
7016、 ■Ｅ  hif@city.hirosaki.
lg.jp）へ。

相馬で JAZZ を聴か NIGHT

▽とき　11 月 18 日（土）、午後６
時～８時（開場は午後５時半～）
▽ところ　中央公民館相馬館長慶閣

（五所字野沢）
▽チケット　前売り＝ 1,000 円、
当日＝ 1,200 円（ワンドリンク付
き、高校生以下は無料）
▽チケット販売箇所　相馬総合支
所、JA 相馬村各所、まちなか情報
センター
※来場者の投票によるりんご品評会
も併催。
▽その他　会場内は禁煙。会場内で
飲物、軽食類を販売。
■問相馬総合支所（☎ 84・2111）

青森サミット 2017

【知り合う　つながる　わたしたち
の暮らし】
▽とき　11 月 18 日（土）、午後１
時～５時半（受け付けは午後０時半
～）
▽ところ　さくら野百貨店弘前店

（城東北３丁目）４階文化ホール
▽内容　講演「青森サミット～医療・
介護からの地域創りを目指して～」、

「中心市街地活性化について『まち』
そだては『ひと』そだて」ほか
▽参加料　無料
▽申し込み方法　ファクス（住所・
氏名を記入）またはホームページ

（http://statsuya0415.wixsite.
com/aomorisummit2017）から
申し込みを。
■問ひろさきナラティブ .net（弘前医
療福祉大学渡部研究室内、■Ｆ 27・
1023、 ■Ｅ hirosakinarrative@
gmail.com）
※平成 29 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

緑の相談所 11月の
催し

【展示会】
●津軽さつき会　１日～５日
●きのこ写真展　10 日～ 16 日
●秋のらん展　17 日～ 19 日（初
日は午後１時から、最終日は午後
４時まで）
●木の葉展　26 日～ 12 月３日

【講習会など】
●庭木の雪囲い実習　18 日、午
後１時半～３時半
●フジとブドウのせん定　25日、
午後１時半～３時半

【弘前城植物園…今月見られる花】
花…チャノキ、十月桜、野菊など
実…サンシュユ、カリン、マルメ
ロなど
紅葉…モミジ、ニシキギ、ドウダ
ンツツジなど
●休館日　24 日・27 日
■問緑の相談所（☎ 33・8737）

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

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　宇宙探査機の冒険
▽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
齢や住所など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　月の模様はなあに？
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、
火曜日は休み）

11
月
の
投
影
日
程

▲ゲビンデ

※弘前市立図書館の 11 月の催しは４ページ「特集 読書の秋 図書館に行
こう！」内に掲載しています。


