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ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会　ふたご座流星群を観
察しよう
▽とき　12 月 14日（木）
　　　　午後７時～９時半
▽ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）天文台
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時半）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休み）

12
月
の
催
し

国重要無形文化財指定
記念展覧会・シンポジウム
　津軽塗が国重要無形文化財に指定
されたことを記念し、開催します。
◎シンポジウム
▽とき　12 月９日（土）
　　　　午後１時～４時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽内容　基調講演「日本の漆芸技術
における津軽塗の特色」…講師・近
藤都代子さん（元文化庁主任文化財
調査官）、講演「無形文化財の保存
と活用」…講師・原唯さん（文化庁
文部科学技官）、講演「日本漆芸史
の中の津軽塗」…講師・髙橋隆博さ
ん（関西大学名誉教授）、パネルディ
スカッション「津軽塗のこれまでと
これからのあゆみ」…コーディネー
ター・九戸眞樹さん（市教育委員会
委員長）／パネリスト…近藤都代子
さん、髙橋隆博さん、原唯さん、望
月好夫さん（元青森県工業試験場
長）、小松勇さん（弘前市文化財審
議委員）、岩谷武治さん（津軽塗技
術保存会会長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
◎展覧会
▽とき　平成 30 年１月 21 日まで
の午前９時半～午後４時半
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
▽内容　市立博物館所蔵の津軽塗作
品とともに、保存会が長年探究して

きた津軽塗の多様な技法による作品
を紹介
▽観覧料　無料（ただし、博物館の
入館料が必要）
※博物館内で併催している展示も見
学可。休館日は博物館と同様。
■問文化財課（☎ 82･1642）

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト 冬の定期公演
▽とき　12 月 9 日（土）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　太宰治まなびの家（旧藤
田家住宅、御幸町）
▽上演作品　「満願」、「燈籠」、「黄
金風景」など全 5 作品（予定）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。弘前厚生
学院の駐車場が利用できます。
■問津軽カタリスト（平田さん、☎携
帯 090・3123・3861） 
※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。

こどもの森 12 月の行事

◎自然教室「木の実の工作」
▽とき　12 月 10 日（日）
　　　　午前 10 時～正午
▽持ち物　飲み物、替えの下着・靴
下、雨具、防寒着
◎月例登山「Ｘ ' マス・トレッキン
グ」
▽とき　12 月 17 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、器（豚汁
用）
※豚汁を用意します。
～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。
▽冬期開館日　毎週土・日曜日、祝
日と小・中学校の冬休みおよび春休
み期間（12 月 29 日～１月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）

日本で最も美しい村づくり
特別講演会
　日本で最も美しい村づくりについ
て、皆さんで考えてみませんか。
▽とき　12 月 14 日（木）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　岩木庁舎（賀田１丁目）
２階多目的ホール
▽講師　松尾雅彦さん（「日本で最
も美しい村」連合副会長、カルビー
元社長）
▽受講料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問日本で最も美しい村づくり岩木協
議会事務局（岩木総合支所総務課内、
☎ 82・1621）

 

◎おたのしみおはなし会
▽とき　12 月２日の午前 11 時
～ 11 時半、９日・23 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　「クリスマス」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
◎クリスマスおはなし会
▽とき　12 月 16 日（土）
　　　　午後２時～２時 40 分
▽ところ　弘前図書館２階視聴覚室
▽対象　小学生＝ 80 人（幼児も
可）
▽語り手　おはなしるんるん
～共通事項～
▽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 12月の
催し

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎さきおり作品展
▽とき　12 月 14 日～ 24 日の午
前９時～午後４時（最終日は午後３
時まで）
▽内容　裂織のバック・小物・タペ
ストリーなどの展示・販売
◎電動ろくろを体験しませんか？
▽ と き　12 月 22 日・23 日 の 午
前 10 時～午後 3 時
▽内容　器作り（小学生以上、予約
優先）
▽参加料　1,500 円
～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）

旧弘前藩藩校稽古館
資料調査報告会
　旧弘前藩藩校稽古館資料につい
て、調査研究の成果を発表します。
▽とき　12 月 17 日（日）、午後１
時～４時半（開場は午後０時半～）
▽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
▽内容　基調講演「将軍・大名によ
る私家集の蒐集について」…講師・
小川剛生さん（慶應義塾大学文学部
教授）／人文社会科学部教員などに
よる調査報告会
▽定員　100 人（先着順）
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（古川さん・渡辺さん、
☎ 39・3198、■Ｅ irrc@hirosaki-u.
ac.jp、平日の午前 10 時 15 分～午
後５時）

ビギナー向けカメラ
ワークショップ
▽とき　12 月 18 日（月）
　　　　午後７時～８時半 
▽ところ　スペースデネガ（上瓦ヶ
町）
▽内容　格好良くきれいな写真を撮
る技術の紹介
▽講師　長谷川正之さん（写真館ハ

セガワ代表）
▽定員　15 人程度（先着順） 
▽参加料　無料 
▽持ち物　カメラ（スマートフォン
でも可） 
▽申し込み方法　12 月 15 日まで
に、E メールで申し込みを。
※詳しくは、ホームページをご覧く
ださい。
■問 Creator's Station 運 営 事 務
局（☎ 88・6499 、■Ｅ hirosaki.
creators.station@gmail.com、
■Ｈ http://hirosaki-creators-
station.com/）

ぬいぐるみのおとまり会
in 弘前図書館
　あなたのぬいぐるみを弘前図書館
でお泊まりさせませんか。ぬいぐる
みが、図書館の中を探検します。
▽とき　12 月 23 日の午前 11 時
～ 25 日
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
▽内容　ぬいぐるみと一緒に読み聞
かせを楽しんだ後、ぬいぐるみを図
書館にお泊まりさせます。翌々日の
お迎え時にぬ
いぐるみが図
書館で過ごし
た様子の写真
を差し上げま
す。
▽対象　幼児～小学生＝ 20 人
※ぬいぐるみは１人１体まで。25
日以降に、ぬいぐるみを返却。
■問 12 月１日から、窓口か電話で、
弘前図書館（☎ 32・3794）へ。

市民新年互礼会

～子どもたちの
　　　　　笑顔あふれるまち弘前～
　平成 30 年の市民の皆さんの活躍
と市の発展を祈願して、市民新年互
礼会を開催します。
▽とき　平成 30 年１月３日（水）、
午後５時～６時
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）
▽参加料　1,500 円
※事前の申し込みが必要。
■問 12 月 15 日までに、広聴広報
課広聴広報担当（市役所２階、☎
35・1194、■Ｆ 35・0080）へ。

みんなで聴きたい♪
子守唄ファミリーコンサート
▽とき　平成 30 年 1 月 14 日（日）
　　　　午後１時～２時
▽ところ　市民文化交流館ホール

（駅前町、ヒロロ 4 階）
▽演目　江戸の子守唄、津軽の子守
唄、ゆりかごの歌ほか（予定）
▽定員　100 人
▽入場料　無料
※事前の申し込み
が 必 要。 ベ ビ ー
カ ー で の 入 場 も
可。
■問平成 30 年１月 8 日までに、駅前
こどもの広場（☎ 35・0156）へ。

お殿様・お姫様衣装着付け体験

▽期間　通年、午前９時～午後４時
半
▽ところ　弘前公園北の郭武徳殿
▽体験料　１着 500 円 ～ 1,000
円
■問市みどりの協会（☎ 33・8733）

 

藤田記念庭園クラフト展

「こぎん 冬の陣 ～春待つこころ～」

　クラフトの拠点として今年度
リニューアルオープンした藤田
記念庭園考古館で、こぎん刺
しの作品展示・販売やワーク
ショップを開催します。
◎こぎん刺し作品展示
▽入場料　無料
◎こぎん刺しワークショップ
　こぎん刺しの体験ができます。
▽対象　小学生以上

▽参加料　500 円～
※事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▽とき　12 月 7 日～ 27 日の
午前 10 時～午後４時
▽ところ　藤田記念庭園（上白
銀町）考古館
■問 佐藤陽子こぎん展示館（佐
藤さん、☎携帯 090・1491・
4912）


