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郷土文学館企画展

【名編集長・加藤謙一－『少年倶楽
部』から『漫画少年』へ－】
　佐藤紅録「あゝ玉杯に花うけて」、
手塚治虫「ジャングル大帝」を実現
させた名編集長・加藤謙一を紹介し
ます。
▽期間　１月 12 日～ 12 月 28 日
▽開館時間　午前９時～午後５時

（入館は午後４時半まで）
▽ところ　郷土文学館（下白銀町、
追手門広場内）
▽観覧料　高校生以上＝ 100 円／
小・中学生＝ 50 円
※障がい者、65 歳以上の市民、市
内の小・中学生や外国人留学生、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。
■問郷土文学館（☎ 37・5505）

動物画家 薮内正幸 原画展

　「冒険者たち－ガンバと十五ひき
の仲間」の挿絵のほか、野鳥画など
を展示します。最終日は午後 3 時
から、藪内竜太・斎藤惇夫ギャラリー
トークも開催されます。
▽とき　1 月 16 日～ 21 日の午前
10 時～午後 7 時（最終日は午後 2
時半まで）
▽ところ　百石町展示館
▽入館料　無料

※詳しくは、問い合わせを。
■問百石町展示館（☎ 31・7600）

弘前市学校保健研修会

▽とき　１月 20 日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前総合保健センター

（野田２丁目）４階視聴覚室
▽内容　講演「児童生徒の運動器障
害－運動器検診の重要性－」…講師・
澤田雅章さん（さわだ整形外科院長）
▽対象　学校・医療関係者、保護者
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前市学校保健会事務局（西小学
校内、☎ 34・1335）

弘前学院大学国語国文学会
冬季大会
▽とき　１月 20 日（土）
　　　　午後１時～４時
▽ところ　弘前学院大学（稔町）１
号館４階 414 教室
▽内容　国語国文学会活動報告およ
び「文学散歩」報告「石坂洋次郎・
葛西善蔵ゆかりの地を巡る」…発表・
前田佳彦さん、斎藤結菜さん（弘前
学院大学日本語・日本文学科３年）
／講演「中国の小詩運動と写生文の
影響関係－周作人と「新しき村」と
の出会いをめぐって－」…講師・顧
偉良さん（同大学大学院文学研究科
教授）／卒業論文発表会
▽対象　市民
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学文学部事務（成田さ
ん、☎ 34・5211）

WA（わ）のりんご

～もっとりんごを身近に～
◎シードル講座
▽とき　１月 13 日（土）
　　　　午後４時～５時半
▽ところ　百石町展示館２階第二展
示室
▽内容　国内外のシードルの歴史
や、最近のシードル事情について
▽講師　境博成さん（東京農業大学

客員教授）
▽定員　30 人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　講座終了後、交流会があ
ります。参加を希望する人は、１月
７日までに申し込んでください。
■問 A プロジェクト（草刈さん、☎
携帯 090・3759・4248）
※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。

創業・起業サポートセミナー

▽日程と内容　①１月 17 日＝「創
業スタートアップ」・交流会（オリ
エンテーション）／② １月 19 日
＝「資金調達、融資制度」／③１月
24 日＝「創業者の事例発表」・パ
ネルディスカッション／④１月 25
日＝「創業の手続き、会計の基礎知
識」／⑤１月 31 日＝「ターゲット
選定方法」
※時間はいずれも午後６時～８時。
▽ところ　①～④＝土手町コミュニ
ティパークコミュニケーションプラ
ザ棟 2 階地域交流室、⑤＝同棟 1
階多目的ホールＡ
▽対象　創業・起業予定の人、創業
後間もない人＝各回 15 人（先着順）
▽受講料　無料
■問１月 12 日までに、電話、ファク
スまたは E メール（住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を記入）で、
ひろさきビジネス支援センター（ 
☎ 32・0770、■Ｆ 32・0771、■Ｅ 
hbsc@jongara.net）へ。

ビッグデータ・オープンデータ
勉強会
▽とき　１月 18 日（木）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　市民会館（下白銀町）２
階小会議室
▽内容　講演「My City Forecast

（まちづくりコミュニケーションツ
ール）を使った弘前の未来予想図」
…講師・関本義秀さん（東京大学生
産技術研究所准教授）
▽対象　市内の事業所の経営者また
は市内で勤務している人＝ 30 人程
度（先着順）
▽参加料　無料
■問１月 15 日までに、電話またはＥ

メール（住所・氏名・事業所名・電
話番号を記入）で、ひろさき未来戦
略研究センター（☎ 40･7016、■Ｅ
hif@city.hirosaki.lg.jp）へ。

ベテランズセミナー

▽とき　１月 18 日（木）
　　　　午前 10 時～ 11 時半
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
▽テーマ　「弘前藩の美術～お抱え
絵師の遺した仕事～を見に行こう」
▽内容　市立博物館で開催中の企画
展「弘前藩の美術」を学芸員の解説
付きで観覧します。
▽対象　おおむね 60 歳以上の市民
＝ 30 人程度（先着順）
▽観覧料　280 円（ただし、65 歳
上の市民は無料。住所や年齢を証明
できるものの持参を。）
■問１月 15 日までに、電話かファク
またはＥメール（住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

りんご新品種栽培研修会

　りんごの新品種の動向や民間育種

について、試食会を交えながら研修
会を行います。
▽とき　１月 19 日（金）
　　　　午後２時～
▽ところ　中央公民
館相馬館長慶閣（五
所字野沢）
▽講師　今智之さん

（りんごワーク研究所りんご指導監）
▽受講料　無料
■問りんご課（☎ 40・7105）

かっこいい大人養成講座４

【冬囃子・雪灯り講座～冬のお囃子
で地域を盛り上げよう !! ～】
　雪燈籠まつりで演奏される「八本
調子の唄笛」の譜面の見方や良い音
を出すコツ、実際の演奏方法などを
全４回で学ぶ講座です。
①お囃子の練習
▽とき　１月 27 日・31 日、２月
３日・７日の午後７時～９時
▽ところ 弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
※２月３日のみ、同センター２階和室
で開催。
②雪燈籠まつりでお囃子披露
▽とき　２月 11 日（日）
　　　　午後７時～９時

１
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　
■…休館日

★投影プログラム
【一般投影／45分間】
▽テーマ　一等星を探せっ！
▽観覧料　一般＝ 240 円／小・
中学生、高校生＝ 120円
※障がい者、65 歳以上の市民、
市内の小・中学生や外国人留学生、
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　オリオンと動物の星座
▽観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33・6561、1
月１日～４日、火曜日は休館日）
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 教室・講座

◎おたのしみおはなし会
▽とき　６日・20 日の午前 11
時 ～ 11 時 半、13 日・27 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　「日本の昔話・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 1月の
催し

▽ところ　弘前公園（集合＝弘前文
化センター２階和室）
～共通事項～
▽対象　18 歳以上の市民＝ 40 人

（先着順）
▽講師　津軽笛地域づくり実行委員会
▽参加料　無料
▽持ち物　八本調子の唄笛用の笛ま
たはすりがね、担ぎ桶太鼓
※笛はあっせん可。申し込み時にお
問い合わせください。①のみの参加
も受け付け可。
■問１月 24 日までに、電話かファ
クスまたは E メール（住所、氏名、
電話番号を記入）で、中央公民館

（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

▲坂本冬美

　「夜桜お七」「また君に恋してる」などのヒット
曲を持つ坂本冬美さんのコンサートを開催します。
▽とき　4 月 29 日（日・祝）
・昼の部…午後０時半開演（開場は正午～）
・夜の部…午後４時半開演（開場は午後４時～）
▽ところ　市民会館（下白銀町）大ホール
▽入場料　全席指定7,500円（当日券は500円増）
※未就学児の入場は不可。
※夜の部公演に限りシニア優待席あり。身分証の提示が必要。
数量限定 3,500 円（65 歳以上の市民対象）。シニア優待席は、市民会館
窓口のみで販売。
▽発売開始　１月８日（月・祝）、午前 10 時～
▽入場券取扱場所　市民会館、弘前文化センター、さくら野百貨店弘前店、
中三弘前店、エルムショッピングセンター、ローソンチケット（L コード：
21543）
■問い合わせ先　市民会館（☎ 32・3374、第３月曜日は休み）

坂本冬美コンサート

弘前観桜会
100 周年記念


