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 イベント
発掘調査速報展

　道路建設や住宅建築などに伴
い、遺跡の発掘調査を実施した
成果を公開します。
▼とき　９月 27日（金）まで
の午前９時～午後５時（変更の
場合あり）
▼ところ　旧弘前市立図書館
（下白銀町、追手門広場内）２
階展示コーナー
▼内容　大浦城跡（五代字早稲
田）、寺沢（１）遺跡（清水富
田字寺沢）、坂本館（館後字新田）
の出土遺物や写真パネルの展示
▼観覧料　無料
■問文化財課埋蔵文化財係（岩木
庁舎内、☎82-1642）

鳴海要記念陶房館の催し

【毎日を古布で愉しむ二人展】
▼とき　４月３日（水）～７日
（日）の午前９時～午後４時（最
終日は午後３時まで）
▼内容　パッチワークのタペ
ストリー、小物などの展示・
販売
▼観覧料　無料
【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　４月 14日（日）・28
日（日）の午前 10時～午後３
時（受け付けは午後２時 30分
まで）
▼体験料　250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）

まちなかクラフト村
「弘前工芸舎春限定企画展」

　伝統的な作品や現代の生活様

式を取り入れた作品などの展
示・販売会です。
▼とき　４月 13日（土）～５
月 12日（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２階ギャラリース
ペース
▼入場料　無料
■問商工政策課（☎35-1135）

こどもの森４月の行事

【月例登山「春の久渡寺山登山」】
▼とき　４月 14 日（日）、午
前９時30分～午後２時30分
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、昼食、タオ
ル、替えの下着・靴下、防寒着
※事前の申し込みが必要。
【春の生物展】
▼とき　４月 21日（日）～５
月６日（月・振休）の午前８時
30分～午後４時30分
～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）
■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）

春ヨガ in ヒロロ

▼とき　４月21日（日）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼内容　①午前 10時 30 分～
＝チェアヨガ（初心者、高齢者
向け）、②午後１時～＝親子ヨ
ガ、③午後３時～＝はじめての
やさしいヨガ（初心者向け）、
④午後５時～＝ボディコント
ロールヨガ（中級者向け）
※開始の30分前から受け付け。
▼対象　①③④＝各 70人、②
＝３歳～６歳の子どもとその保
護者 20組（小学生は子どもの
みでの参加も可）
▼参加料　無料　
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　ヨガマット（②～④
のみ、レンタルあり）、飲み物、
汗拭きタオル
■問ヒロロスクエア賑わい創出委
員会（市民文化交流館内、☎
35-0154〈午前８時 30 分～
午後９時〉）

環境整備センタープラザ棟
の催し

【第５回ピアノミニコンサート
in プラザ棟～ハーモニーが花
開く春～】
　リユースピアノの連弾ハーモ
ニーに耳を傾けてみませんか。
▼とき　４月 21 日（日）、午
後３時～４時
▼出演　ピアノデュオグループ
Piece Harmony
※事前の申し込みは不要。
【布ぞうり作り教室】
　使い古しのタオルを使って布
ぞうりを作ってみませんか。

▼とき　４月 25 日（木）、午
前９時30分～午後３時
▼講師　尾崎行雄さん
▼定員　20人
▼持ち物　使い古しのフェース
タオル４枚（色付きが望まし
い）、裁ちばさみ、昼食、飲み物、
作業しやすく汚れてもいい服装
▼申し込み受け付け　４月 12
日（金）から
～共通事項～
▼ところ　環境整備センタープ
ラザ棟（町田字筒井）
▼参加料　無料
■問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（☎ 36-3388〈午前９
時～午後４時〉、月曜日は休み）

ニーハオ中国語教室

▼とき　４月８日（月）～９月
９日（月）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室ほか
▼内容　入門・初級・中級クラ
ス別の中国語学習
▼受講料　１万 2,000 円（別
途テキスト代が必要）
※詳細は青森県国際交流協会の
ホームページで確認を。
■問ニーハオサークル（松江さん、
☎080-5748-4884）

手話奉仕員養成講座（基礎編）

▼とき　４月 18 日～８月 29
日（５月２日、８月１日・15
日を除く）の毎週木曜日、午後
７時～８時30分（計 26回）
▼ところ　弘前市身体障害者福
祉センター（八幡町1 丁目）
▼対象　平成 30年度手話奉仕
員養成講座（入門編）の修了者
または過去に手話奉仕員養成講
座を受講した人＝20人程度

 教室・講座

　「はとぶえ号」は、市内 24カ所のステーション
を火・水・金・土曜日に巡回し、本の貸し出しな
どを行う移動図書館です。巡回するステーション
や駐車時間は下表の通りです。
■問弘前図書館（☎32-3794）

■ 2019年度移動図書館「はとぶえ号」の巡回日程

曜日 駐車時間 ステーション 31年度
巡回初日

火 午前 10：00～10：40  新和小学校 4月２日午後 0：45 ～ １：25  三和小学校

水

午前 10：00～10：40  弘前大学附属小・ 中学校正門前
4月３日

午後
0：50 ～ １：15  和徳小学校
２：10 ～ ２：50  大成小学校
３：10 ～ ３：30  第三大成小学校

金
午前 10：05～10：35  東目屋小学校 4月19日

午後 １：40 ～ ２：30  コープ松原店 4月５日２：45 ～ ３：15  文京小学校

土

午前 10：00～10：40  青森銀行城東支店

4月６日午後
１：30 ～ １：50  ユニバース堅田店
２：20 ～ ２：40  致遠児童センター
３：10 ～ ３：30  サンデー弘前石渡店

曜日 駐車時間 ステーション 31年度
巡回初日

火 午前 10：00～10：40  裾野小学校 4月９日午後 １：00 ～ １：30  小友小学校

水
午前 10：00～10：40  マックスバリュ安原 店 4月10日
午後 １：40 ～ ２：10  城東小学校

２：50 ～ ３：20  相馬小学校

金 午後 ０：50～１：30  船沢小学校 4月12日２：30 ～ ３：20  清水交流センター

土

午前 10：00～10：40  総合学習センター

4月13日午後

１：30 ～ １：50  県営宮園団地
２：20 ～ ２：40  岩木児童センター

３：10 ～ ３：30  イオンタウン弘前樋 の口店

移動図書館
「はとぶえ号」

●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

４
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

プラネタリウム 
［弘前文化センター］

□…一般投影を午後１時 30 分
～、午後３時～の２回投影
■…一般投影を午前 10時 30 分
～、午後１時 30分～、午後３時
～の３回投影
■…わくわく☆こどもプラネを午
前 10時 30 分～の１回、一般投
影を午後１時 30分～、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　星占いの星座～あなた
は何座？～
▼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　春の星座と南の星座
▼観覧料　無料
■問 中央公民館（☎ 33-6561、
火曜日は休み）

▼受講料　無料（別途テキスト
代3,240円が必要）
▼申し込み方法　４月 11 日
（木・必着）までに、往復はが
き（住所・氏名・年齢・職業・
手話学習歴・電話番号・ファク
ス番号を記入）で、弘前市身体
障害者福祉センター（〒 036-
8057、八幡町１丁目９の 17）
へ申し込みを。
■問弘前市身体障害者福祉セン
ター（☎36-4521）
※事前に面接があります。会場
や時間などの詳細は返信用はが
きで通知します。


