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こどもの森 12 月の催し

【月例登山「Ｘ’マス・トレッ
キング」】
▼とき　12月 15日（日）、午
前９時30分～午後２時30分
▼持ち物　飲み物、昼食、替え
の下着・靴下、雨具・防寒着
▼対象　登山の経験があり、冬
山登山の装備をしている人
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
※豚汁（有料）を用意しますの
で、器の持参を。
▼冬期開館日　毎週土・日曜日
と祝日、小・中学校の冬休み期間。
（12月29日～１月３日を除く）
■問こどもの森ビジターセンター
（坂元字山元、久渡寺境内、☎
88-3923）／市みどりの協会
（☎33-8733）

婚活イベントを開催します♡

　カクテルの由来を勉強しなが
ら、理想のパーティーを考え、
実践します。
▼とき　12月 15日（日）、午
後３時～６時30分
▼ところ　板柳町多目的ホール
「あぷる」（灰沼字岩井）
▼対象者　20 歳～ 49 歳の独
身者で弘前圏域市町村在住また
は結婚後これらの市町村に住む
意思のある人＝男女各15人
▼参加料　3,000 円

■問 12 月６日までに、板柳町生
涯学習課（☎72-1800）へ。

弘前地区精神障害者家族会
『いずみの会』交流会

▼とき　12月 16日（月）
　　　　午前10時～午後２時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
▼テーマ　「精神障害にも対応
した地域包括ケアシステム」に
ついて
▼講師　川村和康さん（障がい
者生活支援センター「すみれ」
所長）
▼対象　20人（先着順）
▼参加料　無料
■問 12 月 14 日までに、いずみ
の会事務局（中村さん、☎
32-5662、午後６時以降）へ。

リンゴ酒感謝祭

▼とき　12月 20日（金）
　　　　午後７時～９時 
▼ところ　弘前パークホテル
（土手町）４階ラ・メェラ
▼内容　県内醸
造のりんご酒・
シ－ドル・りん
ご酢の飲み放題
▼参加料　 6,000 円（前売り
チケット制）
▼定員　200人
※未成年者は入場不可。
▼チケット販売所　弘前パーク

ホテル、弘前商工会議所、アプリ
ーズ弘前駅売店、A-FACTORY
※詳細はあおもりリンゴ酒推進
協 議 会 ホ ー ム ペ ー ジ（ ■Ｈ
ht tps : / /a-1grandprix.
localinfo.jp/）で確認を。
■問あおもりリンゴ酒推進協議会
事務局（A-FACTORY内、☎
017-752-1890）

エコで Xmas リトミック

　身近な材料を再利用して、音
とリズムで遊びませんか。
▼とき　12月 22日（日）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟（町田字筒井）
▼講師　大藤朋美さん（Private 
Salon musicaTmo代表）
▼定員　20組
▼参加料　無料
▼持ち物　新聞紙４枚・ペット
ボトル２本（500㎖・キャップ
付き）
※動きやすい服装で参加を。
■問 12 月 10 日（火）から、弘
前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36-3388、〈受け付け
時間は午前９時～午後４時〉月
曜日は休み）へ。

冬休み多世代交流イベント

　津軽に伝わる工芸品や伝統芸
能、郷土料理を使って子どもた
ちと大人が一緒に学びます。
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●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111

▼とき　12月 27日（金）、午
前９時30分～午後５時
▼ところ　弘前愛成園体育館
（豊原1丁目）
▼内容　三味線演奏観賞と体
験、けの汁作り、こぎん刺し体
験、スポーツイベント
▼対象　小学生（４年生以上）
＝ 20 人、50 歳以上の人＝
10人（先着順）
※ 50歳未満の希望者はご相談
ください。
▼参加料　1,000 円（こぎん
刺し材料および昼食代として）
▼持ち物　内履き
■問 12 月 26 日までに、愛成会
事務局（縄巻さん、☎ 33-
1182）へ。

ヒロロスクエアのイベント

【ヨガ年末 108 回太陽礼拝】
▼とき　12月 30日（月）、午
前 10時 30 分～（受け付けは
10時～）
▼ところ　弘前市民文化交流館
ホール（駅前町、ヒロロ４階）
▼定員　100人（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▼持ち物　ヨガマット、飲み物、
汗拭きタオル
※ヨガマットの貸し出しあり
（有料、数量限定）。
▼申し込み　電話で、ヒロロス
クエア賑わい創出委員会事務局
（弘前市民文化交流館、☎ 35-
0154〈午前８時 30 分～午後
９時〉、１月１日は休み）へ

【ロボ木ー（ロボキー）をつく
ろう！ 100 人ワークショップ】
　国産の木材を使って体長約
20㎝のエコ・ロボットを作り
ます。
▼とき　１月 12 日（日）、午
前 10時 30 分～正午（受け付
けは10時～）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３

階イベントスペース
▼対象　年長～小学生とその保
護者＝50組
▼参加料　１組 500 円（１組
１セット／子ども１人追加の場
合は500円追加）
■問 12 月８日～１月５日に電話
で、ヒロロスクエア賑わい創出
委員会事務局（弘前市民文化交
流館、☎ 35-0154）、または
Ｅメールで、弘前こどもコミュニ
ティ・ぴーぷる（■Ｅ peple-
office@major.ocn.ne.jp）
へ。
※参加者全員の住所・氏名・電
話番号・子どもの学年をお知ら
せください。

令和２年市民新年互礼会

　市民の皆さんの活躍と市の発
展を祈願して開催します。 
▼とき　１月６日（月）
　　　　午後３時～４時
▼ところ　弘前パークホテル
（土手町）４階ラ・メェラ
▼参加料　1,500 円
※事前の申し込み
が必要。
■問 12 月 13 日 ま
でに広聴広報課（市
役所２階、☎ 35-
1194、■Ｆ 35-0080）へ。

シンポジウム「アイヌ語・
アイヌ文化と東北・東北方言」

▼とき　１月11日（土）
　　　　午後１時～３時30分
▼ところ　弘前学院大学（稔町）
礼拝堂
▼内容　①説明「危機言語とし
てのアイヌ語」、②基調講演「ア
イヌ語とアイヌ文化」、③報告
１「日本マンガ史における『ゴ
ールデンカムイ』の位置」、④
報告２「アイヌ語地名と菅江真
澄」

■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

▼講師　①今村かほるさん（弘
前学院大学文学部教授）、②北
原次郎太さん（北海道大学アイ
ヌ・先住民研究センター准教
授）、③井上諭一さん（弘前学
院大学文学部長・教授）、④大
野眞男さん（岩手大学教育学部
教授）
▼入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前学院大学総務課（成田さ
ん、☎34-5211）
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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 31 31 31 29 30

プ ラ ネ タ リ ウ ム 
［ 弘 前 文 化 セ ン タ ー］

■…クリスマス特別投影を午後
１時 30分～、午後３時～の２
回投影
■…クリスマス特別投影を午前
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、
クリスマス特別投影を午後１
時 30分～、午後３時～の２回
投影
■…休み
★投影プログラム

【クリスマス特別投影／ 45 分
間】
▼テーマ　クリスマスの星空
▼観覧料　一般＝ 250 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　クリスマスとお星
さま
▼観覧料　無料
■問中央公民館（☎ 33-6561、
火曜日は休み）


