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 イベント
鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎「真冬の硝子ふたり展」
▽とき　2 月 2 日～ 12 日の午前９
時～午後４時（最終日は午後３時ま
で）
▽内容　ガラスのアクセサリー・器
などの展示販売
◎舞踏家雪雄子による舞踏ワーク
ショップとセミナー
▽とき　2 月 16 日（金）
　　　　午後 1 時半～ 3 時
▽内容　「土方巽　病める舞姫」～
身体言語を読み解く vol.6
▽参加料　1,500 円（資料・お茶
代含む）
～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、毎週火曜日は休み）

岩木図書館の催し

◎メエメエさんおはなし会
▽とき　２月の毎週土曜日、午前
10 時半～ 11 時

▽ところ　岩木図書館（賀田１丁目）
児童室
▽内容　絵本の読み聞かせ
※事前の申し込みは不要。
◎はじめてのこぎん刺し教室
▽とき　２月 23 日（金）
　　　　午後１時～２時半
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）小研修室
▽内容　簡単でかわいいこぎん刺し
のブローチやヘアゴム作り
▽講師　今愛さん（こぎん刺し愛好
家）
▽対象　こぎ
ん刺し初心者
＝ 10 人（先
着順）
▽ 参 加 料　
300 円
▽申し込み方法　２月１日から、岩
木図書館カウンターまたは電話で受
け付けます
■問岩木図書館（☎ 82・1651）

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　２月４日・14 日の 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歳までの乳幼児と
その保護者
◎ブックスタートおはなしかい
▽とき　２月 18 日・28 日の 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　こども絵本の森おはなし
コーナー（駅前町、ヒロロ３階）
※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）

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　①２月４日・② 17 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講話「歯科医師による口
腔ケアについて」、②講話「自立支
援基本ケアシリーズ～排便～」
※①・②共に体操を行います。事前
の申し込みは不要。
▽参加料　300 円
■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

【「弥生文化と砂沢遺跡」パネル展】
▽とき　2 月 8 日～ 13 日
▽内容　市による昭和期の発掘調査
成果と、弘前大学北日本考古学研究
センターによる最新の発掘調査成果
をパネルで紹介

【ふるさとの歴史・文化財マップ作
品展】
▽とき　2 月 15 日～ 20 日
▽内容　船沢・大成・第三大成・石川・
裾野小学校の児童が、各学区にある
文化財などを調査した成果をマップ
としてまとめた作品の展示

【わたしたちが見たお城の大工事作
品展】
▽とき　2 月 15 日～ 20 日
▽内容　市内の児童が、弘前城本丸
石垣解体工事現場を見学して作成し
た作品の展示
～共通事項～
▽時間　午前９時～午後９時
▽ところ　イオンタウン弘前樋の口
▽観覧料　無料

■問文化財課（☎ 82・1642）

冬限定セレクトショップ

【まちなかクラフト村「弘前工芸舎・
冬企画」】
　市内の工芸品を数多くとりそろえ
ていますので、ぜひおいでください。
▽とき　２月９日～ 25 日の午前９
時～午後５時
▽ところ　藤田記念庭園匠館（上白
銀町、旧考古館）２階ギャラリース
ペース
■問商工政策課（☎ 35・1135）

第 28 回弘前らん展

　カトレア・デンドロビウム・胡蝶
蘭などの洋蘭・セッコク合わせて約
300 株を展示します。
▽とき　2 月 9 日～ 11 日の午前
10 時～午後 5 時（最終日は午後 4
時まで）
▽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
▽入場料　無料
■問弘 前 城 愛 蘭 会（ 対 馬 さ ん、 ☎
27･5442)

藤田記念庭園 冬季開園

▽とき　３月 31 日までの午前９時
～午後５時
▽ところ　洋館（大正浪漫喫茶室、
藤田謙一資料室、会議室）、高台部
のみ
▽入園料　無料（会議室は有料）
※クラフト＆和カフェ匠館も開館し
ます。
■問藤田記念庭園（☎ 37・5525）

こどもの森 2 月の催し

◎自然教室「ソリ大会」
▽とき　２月 11 日（日）
　　　　午前 10 時～正午
▽対象　小学生
▽持ち物　飲み物、替えの下着・靴
下、防寒着
◎月例登山「行けるとこまで行って
みよ」
▽とき　２月 18 日（日）、午前 9
時半～午後 2 時半

▽対象　登山経験があり、当日に冬
山登山の装備で参加できる人
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、昼食、タオル、
替えの下着・靴下、雨具、防寒着
※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。
～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）
▽開館日　毎週土・日曜日、祝日
■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）

第７回市民ボランティア
交流まつり
　市民参画センターを利用している
市民団体やボランティア活動をして
いる団体などの活動を皆さんに広く
紹介し、交流を図る集いの場です。
▽とき　２月 11 日（日）
　　　　午前 10 時半～午後２時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階ヒ
ロロスクエア内
▽内容　団体の活動紹介の展示・発
表、バルーンアートなどの体験、パ
ン・焼き菓子・野菜などの販売
▽入場料　無料
■問 市 民 参 画 セ ン タ ー（ ☎ 31・
2500）／ボランティア支援セン
ター（☎ 38・5595）

雪でドドド
～五感で楽しむ祭りだじゃ～
　「遊ぶ」「作る」「食べる」をテー
マとした冬を楽しむイベントです。
▽とき　２月 12 日（月・振休）
　　　　午前 10 時～午後４時
▽ところ　土淵川吉野町緑地
▽内容　チーム対抗ガチンコ雪合
戦、スノーフラッグ、地元クリエイ
ターによるりんご飴・キャンドル・
こぎん刺しのワークショップ、飲食
店の出店など
※「チーム対抗ガチンコ雪合戦」の
参加には、事前の申し込みが必要。
詳しくは、フェイスブック（https://
www.facebook.com/dododo.
obobob）で確認するか、問い合わ

　   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

せを。
■問ドドド実行委員会（鈴木さん、
☎ 携 帯 090・7560・2079、 ■Ｅ
info.dododo@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。

パン好き集まれ！パンフェ
スタ＆ママフェスタ
　市内外のパン屋が、ヒロロスクエ
アに大集合！ママサークルによるハ
ンドメイド作品の展示販売、製作体
験が楽しめるママフェスタやパン
フェスタ特別企画「パン食べ比べプ
レート」も同時開催します。
▽とき　２月 17 日（土）
　　　　午前 10 時～午後２時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース・健康ホールほか
▽参加料　無料（ワークショップな
ど一部有料コーナーあり）
※「パン食べ比べプ
レート」は 500 円で
好きなパンを８つ選
び（スープ付き）食
べ比べができます（1
人 １ プ レ ー ト の み、
各回 30 セット限定）。
時 間 は ① 午 前 11 時
～、②正午～、③午後１時～で、受
け付けは各 10 分前から。詳しくは、
問い合わせを。
■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〉）

緑の相談所 ２月の
催し

【展示会】
●ツバキ展　９日～ 18日

【講習会】
●園芸用土と肥料の話　17日、
午後１時半～３時半
●休館日　５日・13日・19日・
26日
■問 緑 の 相 談 所（ ☎ 33・8737、
午前９時～午後５時〈９日～ 12
日は午後９時まで〉）

◎おたのしみおはなし会
▽とき　２月３日・17 日の午前
11 時～ 11 時半／２月 10 日・
24 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　『ゆき・ふゆ』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 ２月の
催し


