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ac.jp/artworld/contact/
artegg-entry_feb20/）で申
し込みを。

【電子ピアノによるミニコン
サート】
▼とき　２月１日（土）、午後
２時15分ごろ～（30分程度）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼内容　世界の国歌、曲にまつ
わるお話
▼演奏者　関脩之介さん（弘前
大学教育学部２年）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。

【０歳から大人まで　みんなの
コンサート】
▼とき　２月13日（木）
　　　　午前11時～正午
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　世界の国歌、曲にまつ
わるお話
▼演奏者　宮本香織さん（弘前
大学講師）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　申し込みフォー
ム（https://home.hirosaki-u.
ac.jp/artworld/contact/artegg-
entry200213/）で申し込みを。
※当日参加もできますが、なる
べく事前の申し込みを。
▼その他　ベビーカーのまま入
場可。マット席も有り。
■問アートワールドひろさき（朝
山さん、☎39-3381）
※平成 31 年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

はなまる発達障がいを持つ
子の親の会講演会

　発達障がいのある子どもたち
の特性や対応のしかたについて
の講演会です。
▼とき　２月８日（土）
　　　　午後２時～３時30分
▼ところ　青森県武道館（豊田

藤田記念庭園クラフト展 

【2020 雪のあしあと春のあし
おと～津軽の若手ものづくり～】 
　青森県にゆかりがある若手の
作品が一堂に会します。
▼とき　Part １＝１月 24 日
～ 29 日／ Part ２＝１月 31
日～２月５日、午前 10時～午
後４時（１月 29日は午後３時
まで）
▼ところ　藤
田記念庭園考
古館（上白銀
町） ２階ギャ
ラリースペー
ス 
▼入場料　無料 
■問藤田記念庭園（☎37-5525）

弘前の伝統駄菓子くじ
「大王」を作ろう！

▼とき　２月２日（日）、①午
前10時 30分～、② 11時～、
③ 11 時 30 分～、④午後１
時 30分～、⑤２時～、⑥２時
30分～（各回30分程度）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼講師　佐藤力雄さん（佐藤製菓）
▼対象　小学生以上（小学生は
保護者同伴）＝各回 10組（先
着順、一人での参加も可）
▼参加料　500円（大王２個）
■問１月18日から、電話かEメー
ルで、ひろさきアフタ―スクー
ル（ ☎ 090-1935-5527、 ■Ｅ
hirosakiafterschool@yahoo.
co.jp、午前９時～午後６時）へ。

弘前地域クラウド交流会

　創業希望者、創業間もない人、
地域を応援したい人向けの勉強
会と交流会です。
▼とき　２月６日（木）、午後

２丁目）第３会議室
▼講師　松原徹さん（城東こど
もクリニック院長）
▼定員　50人（先着順）
▼参加料　無料
■問２月７日までに、電話かファ
クスまたはEメール（氏名・電
話番号・住所・託児希望の有無
を記入）で、はなまる発達障が
いを持つ子の親の会（工藤さん、
☎ 88-7778、 ■Ｆ 88-7779、
■Ｅ cocojob@heisei-ie.jp、午
前10時～午後５時）へ。
※平成 31年度市民参加型まち
づくり１％システム採択事業。

津軽塗 - 匠体験 -

　「津軽塗」の匠の技を体験し、
箸、壁掛け時計、アクセサリー、
名刺入れなどを製作できます。
▼とき　２月８日（土）
　　　　午後１時～
▼ところ　金属町体育センター
集会室
▼定員　30人（先着順）
▼参加料　商品ごとの価格にな
るので詳しくは問い合わせを。
■問電話か窓口または Eメール
で、金属町体育センター（☎
87-2482、 ■Ｅ kinzoku@
hirosaki-taikyo.com）へ。

シェアリングサミット
2020 in 弘前

　今注目される「シェアリング
エコノミー」による地域課題解
決の事例などを紹介します。
▼とき　２月９日（日）
　　　　午後１時～５時
▼ところ　土手町コミュニティ
パーク多目的ホール
▼講師　森戸裕一さん（内閣官
房シェアリングエコノミー伝道
師）ほか
▼対象　企業経営者・経営幹部、
起業希望者、学生など＝ 100

▼ところ　弘前図書館（下白銀町）
▼内容　おはなし会の後、ぬい
ぐるみを寝かせ、お泊りさせま
す。２月26日の午後１時から、
写真と一緒にぬいぐるみを受け
取ることができます。
▼対象　おおむね３歳～小学生
＝20人
▼持ち物　ぬいぐるみ（１人１体）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　２月１日の午
前９時 30分～７日の午後７時
に、電話か弘前図書館カウン
ターで申し込みを。申し込み多
数の場合は抽選の上、２月 16
日までに当選者のみへ電話で連
絡します。
■問弘前図書館（☎32-3794）

パワーリハビリテーション
実務者研修発表会兼体験会

　高齢者の自立した生活の実現
を目的として開催します。
▼とき　２月29日（土）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　デイサービスセン
ターわかば（若葉２丁目）
▼対象者　市民および介護事業
所などの職員
▼参加料　無料
■問２月 22日までに、弘前市パ
ワーリハビリテーション推進協
議会事務局（☎37-1165）へ。

人程度（先着順）
▼参加料　無料
■問 ２月５日までに、電話か
ファクスまたは Eメール（会
社名〈団体名〉・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、企画課
（☎ 26-6348、■Ｆ 35-7956、
■Ｅ kikaku@city.hirosaki.
lg.jp）へ。

こどもの森２月の行事

【自然教室「ソリで遊ぼう」】
▼とき　２月９日（日）
　　　　午前10時～正午
▼持ち物　飲み物、替えの下着・
靴下、防寒着
▼参加料　無料

【冬季開館日】
土・日曜日、祝日、小・中学校
の冬休みおよび春休み期間。
■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）

市民ボランティア交流まつり

　市民参画センターに登録して
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
紹介し、交流を図ります。
▼とき　２月９日（日）、午前
10時 30分～午後２時30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３階
▼内容　活動紹介の展示・発表
／バルーンアートなどの体験／
焼き菓子や木工雑貨などの販売
▼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）

ぬいぐるみのおとまり会
in 弘前図書館

▼とき　２月22日（土）
　　　　午前11時～

５時 30分～８時 30分
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　①午後５時30分～＝
クラウド勉強会、②午後６時30
分～＝地域クラウド交流会Ⓡ
▼参加料　①無料、②1,000円
※事前の申し込みは不要。
■問みちのく銀行創業支援室（☎
017-774-1252）

弘前地区小・中学校美術展

▼とき　２月７日～ 10日の午
前９時～午後５時（10日は午
後３時まで）
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）
▼内容　絵画、版画、立体作品、
工芸、デザインなどの作品展示
※２月８日（土）の午前 10時
30分から、造形ワークショッ
プも開催します。
▼入場料　無料
■問造形教育調査研究委員会（教
育センター内、☎26-4803）

poco a poco アートのたまご
親子で気軽にアート体験！

【絵本と絵画の鑑賞会】
▼とき　２月８日（土）、①午
前 10 時～正午、②午後１時
30分～４時
▼ところ　弘前文化センター
（下白銀町）３階工作実習室
▼内容　 「雪」と「動物」にま
つわる絵本のおはなし会と絵画
の鑑賞会、作品作り（①墨絵、
②日本画の画材による絵画）の
ワークショップ
▼対象　幼児～小学校低学年
の児童と保護者＝①②各 16人
（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　１月 18日の
正午から、申し込みフォーム
（https://home.hirosaki-u.
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市のテレビ番組

ゴミの減量化・資源化は
一人ひとりが主役！
　ごみの排出量などの現状や各
種団体との協定の締結、ワーク
ショップ型勉強会の開催など、
これまでの取り組みについて紹
介します。
〇放送日　１月25日（土）、午
前11時15分～11時30分
〇放送局　青森テレビ（ATV）


