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ア券 4,500 円（軽食・ソフトドリ
ンク付き）
▽入場券発売開始　1月 16日（火）
の午前10時～
▽入場券取扱場所　市民会館、弘前
文化センター、総合学習センター

■問市民会館（☎ 32・3374、第 3
月曜日は休み、月曜日が祝日の場合
は翌日が休み）

※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⇔十和田湖周遊
観光バス２月運行
～便利な観光バスで美しい十和田湖
冬物語を楽しみませんか～
▽運行日　２月の毎週土・日曜日、
祝日
▽コース　
①弘前出発コース＝往路…弘前バス
ターミナル発（午前９時半）～ JR
弘前駅～ JR大鰐温泉駅～小坂鉱山
事務所・康楽館～十和田湖着（午後
０時半）／復路…十和田湖発（午後
３時）～ JR大鰐温泉駅～ JR弘前
駅～弘前バスターミナル～土手町
（弘前パークホテル前）着（午後５
時50分）
②十和田湖出発コース＝往路…十和
田湖発（午前９時）～小坂鉱山事務
所・康楽館～ JR弘前駅着（午後０
時15分）／復路…JR弘前駅発（午
後２時半）～ JR大鰐温泉駅～十和
田湖着（午後４時半）
▽料金　片道3,500円、往復6,000
円
▽割引制度　大学生（短大・院生含
む）または 10人以上で利用する団
体は往復料金が3,500円
▽最少催行人数　２人
※利用７日前までに、申し込みが
必要。コースなどの詳細につい
ては「津軽なび」ホームページ
（http://www.tsugarunavi.jp/
shuttlebus/index.html）をご覧
になるか、問い合わせを。
■問弘前出発コース＝弘南バス観光
部（☎ 38・2255）／十和田湖出
発コース＝十和田タクシー（☎鹿角
0186・35・2166）

市民会館自主事業
スプリングダンスパーティ
in弘前市民会館

　市民会館ホワイエでの社交ダンス
パーティを開催します。
▽とき　３月３日（土）、午後 5時
開演（開場は午後4時半～）
▽ところ　市民会館（下白銀町）ホー
ル棟2階ホワイエ
▽定員　100人（先着順）
▽入場料　一般 2,500 円、男女ペ
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時～３時（受け付けは午後０時半～）
▽ところ　ヒロロ４階市民文化交流
館ホール
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。電話か
ファクスで申し込みください。
■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〉、■Ｆ 35・0187）

弘前市景観フォーラム

　市の魅力ある景観資源や景観施策
を市民の皆さんにお知らせします。
▽とき　２月４日（日）、午後２時
～５時（受け付けは午後１時～）
▽ところ　市役所４階レストラン
Pomme～りんご～
▽内容　基調講演「国の景観施策」
…講師・国土交通省職員／特別講演
「人と建物が織りなす街並みの物語」
…講師・髙瀬雅弘さん（弘前大学教
育学部）／ジョナゴールドさん（り
んご娘）、清野さん（アルプス乙女）
を生徒に見立てたスクール形式の講
義…参加者・講演講師、鹿田智嵩さ
ん（路地裏探偵団）
▽定員　150人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。市役所駐
車場を無料で利用できます。
■問都市政策課（☎35・1134）

弘前大学COI ヘルシー
エイジング・イノベーション
サミット2018

　青森県の短命県脱却と健康寿命延
伸、生活の質と幸福度の最大化によ
る「寿命革命」の実現に向けて、産
学官金トップが討論します。
▽とき　２月９日（金）
　　　　午後１時～５時20分
▽ところ　アートホテル弘前シティ
（大町１丁目）プレミアホール
▽内容　中路重之さん（弘前大学特
任教授）、寺田直行さん（カゴメ代
表取締役社長）、浜内千波さん（料
理研究家）による講演のほか、産学
官民関係者によるパネルディスカッ
ションなど
▽定員　300人（先着順）
▽参加料　無料

■問２月２日までに、ファクスまた
はＥメール（氏名、会社名または
団体名、電話番号を記入）で、弘
前大学COI 研究推進機構（☎ 39・
5538、 ■Ｆ 39・5205、 ■Ｅ coi_
info@hirosaki-u.ac.jp）へ。

東京相馬会新年会

　ひろさき移住サポートセンター東
京事務所では、首都圏で開催される、
東京相馬会新年会に参加し、弘前へ
の移住促進に関する取り組みについ
て紹介します。首都圏に関係者の知
り合いがいる人は、周知のご協力を
お願いします。
▽とき　２月11日（日）
　　　　午後１時～
▽ところ　水月ホテル鷗外荘（東京
都台東区池之端３丁目）
■問２月１日までに、東京相馬会事務
局（成田さん、☎東京03・3690・
2528）へ。

高長根ファミリースキー場
第14回高長根スキー大会
▽とき　２月12日（月）
　　　　午前11時～午後 3時半
▽ところ　高長根レ
クリエーションの森
（高杉字神原）
▽種目　大回転
▽対象　保育園・幼稚園の年中児・
年長者、小学生＝ 100 人（傷害保
険加入者）
▽参加料　1,000円
■問参加料を添えて、２月３日の午後
5時までに、高長根レクリエーショ
ンの森（☎97・2627）へ。

青森ジョップス車イスバスケ
交流会 in岩木山総合公園
▽とき　２月12日（月）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　岩木山総合公園体育館
（百沢字裾野）
▽内容　車イスバスケ用の車イスの
操作体験、ミニゲーム、エキシビジョ
ンゲーム観戦など
▽講師　車イスバス
ケットボールチーム
「AOMORI JOPS」
の選手・スタッフ

▽対象　小学生以上で障がいの有無
にかかわらず、車イスバスケット
ボールに興味のある人＝40人
▽参加料　無料
※見学のみの人は、事前の申し込み
不要。
■問２月７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、障がいの
有無を記入）で、岩木山総合公園
（ ☎ 83・2311、 ■Ｆ 83・2635、
■Ｅ info@iwakisansportspark.
com）へ。

弘前法人会　新春講演会

▽とき　２月 16 日（金）、午後４
時～５時半（開場は午後３時半）
▽ところ　フォルトーナ（和徳町）
▽内容　講演「おめでとう弘前觀櫻
會百周年」…講師・宮川慎一郎さん
（元弘前図書館長）
▽定員　200人（先着順）
▽入場料　無料
■問２月９日までに、弘前法人会（☎
36・8274、平日の午前９時～午
後５時）へ。

暴力から子どもを守るために
（公開ワークショップ）
　いじめ・誘拐・虐待・性暴力など、
さまざまな暴力から子どもを守るた
めに、できることを一緒に考えてみ
ませんか。
▽日程と対象　２月 17日＝中学・
高校生の保護者で暴力防止に関心の
ある人／２月 18日＝小学生以下の
子どもの保護者で暴力防止に関心の
ある人
～共通事項～
▽時間　午後１時半～３時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）第
１・２小会議室
▽講師　矢島宏美さん（長野県教育
委員、子ども・人権・エンパワメン
トCAPながの代表）
▽参加料　無料
■問 ２月 14 日までに、電話か E
メール（参加希望日、住所、氏
名、電話番号を記入）で、あおも
りCAPの会中弘南黒地区（佐藤さ
ん、☎携帯 090・9421・6159、
■Ｅ mitinoku2011_8@yahoo.
co.jp）へ。

 

休日在宅当番

▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。

耳鼻咽喉科・眼科
２／11 のだ眼科・血管内科ク

リニック（神田３）
☎33・6611

25 坂本耳鼻咽喉科医院（南
瓦ヶ町）

☎33・6373

歯　科
２／４ 石岡歯科医院（松森町）☎32・1078
11 スクエア歯科（富田３

丁目）
☎39・4180

12 デンタルオフィスよし
だ（早稲田３）

☎26・2525

18 いちむら歯科医院（取
上２）

☎31・0756

25 くりの木デンタルクリ
ニック（新町）

☎88・7676

内　科
２／4 小堀クリニック（中野

２）
☎32・7146

11 さがらクリニック（桔
梗野１）

☎37・2070

18 五日市内科医院（植田
町）

☎35・4666

26 弘前温泉養生医院（真
土）

☎82・3377

ヒロロスクエアの催し

【伝統技術を体験しよう！】
①組子
▽とき　２月４日（日）、午前 10
時半～正午、午後１時半～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　くぎを使わず木と木を組み
合わせて模様を作ります
▽対象　小学生以上＝各回 30 組
（先着順、小学生は保護者同伴）
▽参加料　500円
②大王
▽とき　２月４日（日）、午前 10
時半～、午前 11時～、午前 11時
半～、午後１時半～、午後２時～、
午後２時半～
▽ところ　ヒロロ３階健康ホール
▽内容　弘前の伝統当物駄菓子くじ
「大王」を作ります　
▽定員　各回 10組（先着順、1人
での参加や親子での参加も可、小学
生以下は保護者同伴）
▽参加料　2個 500円
③津軽塗
▽とき　２月４日（日）、午後１時
～３時
▽ところ　ヒロロ３階イベントス
ペース
▽内容　ペンダントトップなど６つ
のアイテムから 1つを選んで作り
ます
▽対象　小学生以上＝ 20組（先着
順、小学生は保護者同伴）
▽参加料　800円
▽申し込み方法　①～③とも、１月
20日（土）から電話で申し込みを
【魔冬のサブカルフェスティバル】
　同人誌即売会やコスプレ撮影会な
ど入場無料で誰でも気軽に楽しめま
す。
▽とき　２月 10 日・11 日の午前
11時～午後７時（最終日は午後５
時まで）
▽ところ　ヒロロ４階市民文化交流
館ホール
【共に働き！共に子育て！夫婦ライ
フバランスのススメ！】
　杉山ジョージさん（秘密結社 主
夫の友）を講師とし、夫婦で協力し
て家事や育児をしていく生き方につ
いて楽しく学びます。
▽とき　２月 18 日（日）、午後１

▲市民会館ホワイエ


