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高校生のための吟行句会

　地元の俳人や参加者と弘前の街を
歩きながら、俳句をつくり、発表し
ます。
▽とき　２月17日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　市役所６階大会議室
▽講師　桜庭門九さん、大瀬響史さ
ん（弘前俳句連盟）
▽対象　高校生＝30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、ノート、昼食、
雨具（雨天時）、歳時記
※事前の申し込みが必要。
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7015）

県産業技術センター
りんご研究所 
試験成果・情報発表会

▽とき　２月20日（火）
　　　　午後１時半～３時40分
▽ところ　平川市文化センター（平
川市光城２丁目）文化ホール
▽内容　りんごの結実の安定確保化
への取り組み、りんご園のカイガラ
ムシ類の防除法、りんご黒星病の発
生状況と防除対策、ぶどう「シャイ
ンマスカット」の水分補給による長
期貯蔵、りんごの試食など
※事前の申し込みは不要。
■問りんご研究所（☎52・2331）

第 43 回生活技術発表展

　農村女性と食関連事業者、消費者
が互いの活動や生活技術などを交換
する発表展を開催します。
▽とき　２月21日（水）
　　　　午前10時半～午後2時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース、健康ホール
▽内容　発酵食品を活用した料理の
展示・実演・試食など／農とくらし
を楽しむ活動展示紹介／調理体験
「カフェごはんと農村のおやつ」／
講演「家庭で楽しむ干し野菜・ドラ
イフルーツの作り方」…講師・小林
潤子さん（野菜ソムリエプロ）
▽その他　調理体験は事前の申し込
みが必要。２月５日～15日に、ファ
クス（住所、氏名、年代、電話番号
を記入）で、弘前地区生活改善グルー
プ連絡協議会の清野優美子さんへ申
し込みを。
※応募者多数の場合は抽選で決定。
■問弘前地区生活改善グループ連絡
協議会（清野さん、☎兼■Ｆ 35・
3299）

れんがそうこ部発表会

　昨年７月に立
ち 上 げ た 部 活
「れんがそうこ
部」では、少人
数規模のワーク
ショップやフィールドワークを重
ね、2020年に文化交流拠点として
生まれ変わる吉野町煉瓦倉庫につい

てみんなで調べ、知り、表現する活
動を行ってきました。これまでの活
動成果を発表しますので、ぜひおい
でください。
　また、関連イベントとして情報交
換会も行います。

【「Bricks ‐ れんがそうこのすべ
て」】
▽とき　２月 22日～ 25日の午前
10時～午後６時 
▽内容　煉瓦倉庫の特徴、福島藤助
の偉業、美術館への道のりなどを、
雑誌をイメージした展示で紹介

【情報交換会】
▽とき　２月24日、午後２時～
▽テーマ　「煉瓦倉庫について私た
ちがわかったこと。みなさんが知っ
ていること。」
～共通事項～
▽ところ　百石町展示館
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。詳しく
は、れんがそうこ部フェイスブック
（https://www.facebook.com/
brick.brew.house.club2017/）
をご覧になるか、問い合わせを。
■問 れ ん が そ う こ 部（harappa
内、 ☎ 31・0195、 ■Ｅ post@
harappa-h.org）

地域未来創生センター
フォーラム
【文化“財”の活用を通じた地域デ
ザインを考える】
　青森県にある文化資源・地域文化
の利用・活用・学習について、将来
にわたって持続可能な地域づくりを
考えてみませんか。
▽とき　２月23日（金）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ4階）
▽内容　第１部＝基調講演「文化遺
産の継承と信仰環境の維持」…講師・
大河内智之さん（和歌山県立博物館
主査学芸員）／第２部＝ディスカッ
ション（県文化財保護課職員、市文
化財課職員ほか）
▽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、平日の午前 10 時
15分～午後５時）

ロマンキッズ☆
プロジェクト第二弾
【冬の相馬で雪遊び＆雪中 BBQ ！
親子で冬の相馬をまるごと楽しも
う！】
▽とき　２月25日（日）
　　　　午前10時～午後２時
▽ところ　星と森のロマントピア
（水木在家字桜井）多目的シェルター
「ルピナス」
▽内容　親子で雪上ラグビー体験や
バーベキューをして楽しみます
▽対象　親子＝30組
▽参加料　大人（中学生以上）＝
2,000 円、子ども（小学生以下）
＝1,300円
■問２月 17日までに、電話かＥメー
ル（住所、参加者全員の氏名・年
齢、電話番号を記入）で、ひろさ
きアフタースクール（境さん、☎
携 帯 090・1935・5527、 ■Ｅ
hirosakiafterschool@yahoo.
co.jp）へ。

絵本作家のおはなし会
& 絵本ライブ
▽とき　２月25日（日）
     　　 午後１時半～３時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽内容　絵本作家の永井郁子さん
と北島剛毅さんによるおはなし会、
歌って踊る楽しい絵本ライブ
▽対象　小学生以上＝ 60人（保護
者の同伴は不要、先着順）
▽参加料　無料
■問２月 20日までに、電話か直接弘
前図書館（☎32・3794）へ。

弘前市青年交流会 農業ガール
～クッキング交流会～
　弘前産りんごと野菜などを使った
クッキングとフリートークを楽しみ
ながら交流しませんか。
▽とき　３月11日（日）
　　　　午後３時～７時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）調理室
▽メニュー　りんごと冬野菜を使っ
たカフェ風メニュー
▽講師　小林潤子さん（野菜ソムリ

エプロ）
▽対象　おおむね 25歳～ 45歳の
独身者（男性は農業に関心のある人、
女性は市内在住で農業に従事または
手伝いをしている人など）＝男女各
８人
▽参加料　1,500 円（軽食・ドリ
ンク付き）
▽持ち物　エプロン、三角きん（バ
ンダナなど）
■問３月２日までに、電話またはＥ
メール（住所、氏名、年齢、電話
番号を記入）で、弘前市青年交流
会実行委員会事務局（市農業委員
会事務局内、☎ 40・7104、■Ｅ
nougyou@city.hirosaki.lg.jp）
へ。

お殿様・お姫様衣装
着付け体験
　お殿様やお姫様の着付け体験がで
きます。子ども用もありますので、
ぜひおいでください。武徳殿休憩所
内の喫茶「北の郭」も利用できます。
▽とき　３月 31日までの午前９時
～午後４時半
▽ところ　武徳殿（弘前公園内）
▽料金　500円～ 1,000 円（入園
料は無料）
■問市みどりの協会（☎33・8733）

弘前公園スマートグラス
ガイドツアー開催中！
▽とき　3月 31日まで
▽催行時間　①午前 10時半～、②
午後2時～
※所要時間約70分

▽コース　藤田記念庭園～追手門～
南内門～下乗橋～本丸展望所～武徳
殿
▽対象　中学生以上（保護者の同意
があれば小学生以下の体験も可。
▽体験料　1,000円
▽対応言語　日本語、英語、韓国語、
北京語、タイ語、フランス語
■問市みどりの協会（藤田記念庭園事
務所、☎ 37・5525、■Ｈ http://
www.h i rosak ipark .o r. jp /
hujita/stguide.html）

弘前文化センター自主事業
警察謝恩伝道士竹内直人講演会
【改めて思い起こす　あの大震災の
こと　東日本大震災への対応～宮城
県警の活動状況～】 
　平成 23年 3月 11日に発生した
東日本大震災時の被災情報収集・避
難誘導など、災害時の警察活動状況
について語ります。
▽とき　３月 12 日（月）、午後１
時半～（開場は午後１時～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）大会議室
▽講師　竹内直人さん（元宮城県警
本部長）
▽定員　200人（先着順）
▽入場料　無料（入場には２月１日
から配布される整理券が必要）
▽整理券配布場所　弘前文化セン
ター、市民会館、総合学習センター
▽その他　無料の託児室あり（３月
８日までの申し込みが必要。対象は
おおむね３歳以上）
■問 弘前文化センター（☎ 33・
6571、第３火曜日は休み）

　市とあいおいニッセイ同和損害
保険は、連携してベルマークを収
集し、集まったベルマークを教育
委員会に贈り、へき地校や小規模
校の設備用品の購入に役立てるこ
とを目的として、ひろさき地方創
生パートナー企業協定を締結しま
した。
　市役所の総合案内、総合支所、
出張所、公民館、図書館などにベ

市内の小規模学校のためにベルマークを
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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　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
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、
火曜日は休み）

ルマーク回
収ボックス
を設置して
いますので、
ベルマーク
の収集について、市民の皆さんの
ご協力をお願いします。
■問い合わせ先　生涯学習課（☎
82・1641）／ひろさき未来戦
略研究センター（☎40・7021）


