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寺山修司誕生祭 in 弘前

　紺屋町で生まれた寺山修司の
誕生日に合わせて開催します。

【寺山修司作品のポスター展】
▼とき　12 月６日～ 11 日の
午前 10時～午後５時
▼ところ　旧紺屋町消防屯所
（紺屋町）
▼入場料　無料

【シンポジウム・朗読会】
▼とき　12 月８日（日）、午
後１時～３時30分
▼ところ　旧伊東家住宅（若党
町）
▼内容　①シンポジウム／②寺
山修司作品の朗読会

▼講師・出演　①石田和男さん、
笹目浩之さん、相馬信吉さん／
②弘前ペンクラブ、鎌田龍さん
ほか
▼定員　30人
▼入場料　1,000 円
▼チケット販売所　平山萬年
堂、めん房たけや
■問弘前シェークスピア上演会
（武林さん、☎36-8938）
※平成 31年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

おおきなだっこで絵本の時間
～パパ！じぃじ！これ読んで～

▼とき　12 月８日（日）、午
後１時30分～２時 30分
▼ところ　こども絵本の森おは
なしコーナー
▼内容　絵本の選び方や読み方
のアドバイス
▼対象　読み聞かせに関心のあ
る男性（家族の同伴可）＝ 10
組程度
※事前の申し込みが必要。

▼講師　髙嶋敬子さん（JPIC
読書アドバイザー）
■問こども絵本の森（駅前町、ヒ
ロロ３階、☎35-0155）

藤田記念庭園 12 月の催し

【洋館クリスマス装飾】
▼とき　28 日までの午前９時
～午後５時
▼入園料　無料

【冬期開園日】
▼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）、
匠館（和カフェ）、高台部のみ
■問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

鳴海要記念陶房館の催し

【古作こぎん収集家・石田昭子
の「ゆめみるこぎん」展】
▼とき　12 月 8 日～ 22 日の
午前 9時～午後4時

 イベント

 

▼内容　書籍の販売、古作こぎ
んと昭子さんの作品を展示
▼観覧料　無料

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　毎月第 2・4日曜日の
午前 10時～午後３時（体験の
受け付けは２時30分まで）
▼体験料　250円～
■問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦、☎82-2902、火曜日は休み）

弘前工芸舎特別企画
「冬の贈り物」展

　冬の贈り物に、工芸品はいか
がですか？
▼とき　12 月 14 日～ 25 日
の午前 10時～午後４時
▼ところ　藤田記念庭園考古館
（上白銀町）２階
▼入場料　無料
■問産業育成課（☎32-8106）

Dr. 中路の健康フェス
親子で作る！ヘルシー・
クリスマス・スィーツ講座

▼とき　12月 14日（土）、午
後 1時～ 3時 （受け付けは０
時30分～） 
▼ところ　ヒロロ（駅前町）3
階イベントスペース 
▼内容　中路重之さんによる
「チャレンジ！健康クイズ」 、
スィーツのレシピ紹介など
※先着 100 人にスィーツをプ
レゼント。
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問健康×地域活性化コンソーシ
アム事務局（ウェバランス内、
☎ 39-7333、平日の午前 10
時～午後６時）

太宰治　朗読会

　「太宰治生誕 110 年記念展」
のフィナーレとして開催します。

▼とき　12月 14日（土）、午
後２時～３時15分
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）２階
▼テーマ　110年目の太宰治
▼出演　原きよさん（朗読家・
フリーアナウンサー）、語る会
※事前の申し込みは不要。別途
観覧料が必要。
■問郷土文学館（☎37-5505）

第 ２ 回 ひ ろ さ き 移 住 者
MeetUp2019 ～ 地 域 コ
ミュニティへの招待～

　移住者同士の交流を促し、市
民や地域との関わりを進めるた
め、交流会を開催します。
▼とき　12月 14日（土）、午
後６時～８時（受け付けは５時
30分～）
▼ところ　コラーニングスペー
スHLS弘前（土手町）
▼内容　当市の楽しみ方や、冬
の過ごし方などの紹介。
▼対象　①移住者＝ 15人程度
（応募者多数の場合は移住歴が
浅い人を優先）、②市民＝ 10
人程度（先着順）
▼参加料　2,000 円
▼申し込み方法　12
月 10 日までに電話
または申し込みフォ
ーム（https://forms.
gle/Lmowetrwntgdsu7B8）
で申し込みを。
■問コラーニングスペースHLS
（辻さん、☎090-1025-4769、
■Ｅ s.tsuji@bolbop.com）

パパラボあそび研究所 vol. ４

【パパの体で遊んじゃえ！人力遊
園地】
　パパだからこそできる遊びの
コツを、楽しみながら学びます。
▼とき　12月 15日（日）、午
前10時 30分～正午
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緑の相談所
12月の
催し

【講習会】
●シクラメン・ポインセチア
の管理
７日（土）、午後１時30分
～３時30分
●門松作り
21日（土）、午後１時30分
～３時30分

【展示会】
●冬の室内植物園
13日（金）～25日（水）
■問 緑 の 相 談 所（ ☎ 33-
8737、毎週月曜日、12月
29日～１月３日は休み）

▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼対象　小学校低学年以下の子
と父親＝ 20組（託児は３歳未
満15人まで）
▼講師　髙阪麻子さん
■問駅前こどもの広場（☎ 35-
0156）

12
月
の
催
し

★観察会　ふたご座流星群を
観察しよう
▼とき　12 月 15日（日）
　　　　午後７時～９時
★観察会　部分日食を観察し
よう
▼とき　12 月 26日（木）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　星と森のロマント
ピア（水木在家字桜井）天文
台
▼入館料　高校生以上＝200
円／４歳～中学生＝ 100 円
／３歳以下、市民は無料
▼通常開館時間　午後１時～
９時 30分
■問星と森のロマントピア天文
台（☎ 84-2233）

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

 

　市では、函館市と連携した
広域観光を推進しています。
　その函館市で、巨大なモミ
の木のイルミネーション点灯
や、花火を打ち上げる「2019
はこだてクリスマスファンタ
ジー」が 12 月 25 日まで開
催されます。
　このうち、12 月 14 日は
2019 はこだてクリスマス
ファンタジー「ひろさきナイ
ト」として、赤レンガ倉庫群
を会場に、当市の観光を大々
的に PR します。「ひろさき
ナイト」の開催に合わせ、列
車と宿泊がセットになったお
得な旅行商品「弘前駅長号　
はこだてクリスマスファンタ
ジーひろさきナイト」も発売

します。函館市との連携
を一緒に盛り上げませ
んか？

【ひろさきナイト】
▼ と き　12 月 14 日、
午後５時 40 分～７時
30分
▼ところ　金森赤レンガ倉庫群
（函館市末広町）内
▼内容　イルミネーション点灯
式、PRステージ、巨大アップ
ルパイの振る舞い、市特産品の
販売など

【旅行商品】
○利用機関　往路は普通列車・
新幹線、復路は新幹線・特急列
車を利用（函館到着後は自由行
動）
○募集人数　40人（最小催行

人数25人）
○宿泊ホテル　ルートイン
グランティア函館駅前（1
泊２食付き）
○旅 行 代 金　2 万 9,000
円・大人 1人（1人から申
し込み可）
■問「ひろさきナイト」…
国際広域観光課（☎ 40-
7017）／「旅行商品」…びゅ
う予約センター（☎ 0570-
04-8950）・びゅうプラザ
弘前駅（JR弘前駅２階）

2019はこだてクリスマスファンタジー

ひろさきナイト

▲申し込みフォーム
QRコード


