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【月例登山「晩秋の山　ライオ
ン岩ハイク」】
▼とき　11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
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
■■問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）

　「りんご」がキ
ーワードになって
いる映画と弘前市
にゆかりのある映

こどもの森 11 月の催し

harappa 映画館
「りんごのまち弘前」

画を上映します。
▼日程　11月 21日（土）、①
午前10 時 30分～＝「アダム
ズ・アップル」／②午後１時
30分～＝「ミスりんご」、「り
んごのうかの少女」／③午後４
時～＝「パラダイス・ロスト」
※②は２作品同時上映。
▼ところ　中三弘前店（土手町）
８階スペースアストロ
▼観覧料　前売り＝1,000円、
学生＝500円
※１回の上映ごとに前売り券が
１枚必要／各回40枚限定。
▼チケット取扱所　弘前中三、
コトリ cafe（百石町展示館
内）
■■問問 harappa 事 務 局（☎ 31-
0195〈平日の午前９時～午後
５時〉、■■ＥＥ post@harappa-h.
org）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

～第１回　津軽の子育てぶっ
ちゃけトーク～
　弘前圏域８市町村在住の子育
て世代の移住者と移住検討者を
対象に移住者交流会をオンライ
ンで開催します。興味のある人
は気軽にご参加ください。
▼とき　11月 21日（土）
　　　　午後６時～８時
▼内容　Zoom を利用したオ
ンライン移住者交流会
▼対象　子育て世代（もしくは
弘前圏域市町村内での子育てを
検討中）の移住者および県外か
らの移住検討者
▼定員　30人程度
▼参加料　無料
▼申し込み方法　11 月 16 日
（月）までに申し込みフォーム

ひろさき圏域移住者と
語り合おう！

（QR コードまたは
https://hirosaki-
ijyuu-vol1.peatix.
com）から申し込みを。
■■問問コラーニングスペースHLS
（辻さん、☎090-1025-4769、
■■ＥＥ s.tsuji@bolbop.com）

【絵本と絵画の鑑賞会＋ワーク
ショップ】
▼とき　11月 22日（日）、①
午前 10 時 30 分～午後０時
30分／②午後２時～５時
※各回とも Zoomを使用して
オンライン上でも開催します。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
▼内容　絵本のおはなし会、弘
前を舞台にした絵本に登場する
オリジナルキャラクターをデザ
インするワークショップ
▼対象　幼児～小学生の児童と
保護者＝各回 16人、オンライ
ン 15組（申し込み多数の場合
は抽選で決定）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　11 月 3日～
９日に、専用ホームページ
（https://home.hirosaki-u.
ac.jp/artworld/contact/
artegg_workshop_201122
accept/）より申し込みを。
※オンラインでの参加を希望す
る場合も申し込みが必要。

【弘前の風景写真を募集】
　弘前のお気に入りの風景写真
を募集中です。投稿した写真は
ホームページやSNSで紹介する
ほか、ワークショップで生まれ
るキャラクターと併せて、ホー
ムページなどで紹介します。
▼募集期限　11月 21日（土）
▼応募方法　専用ホームページ
（https://home.hirosaki-u.
ac.jp/artworld/hirosaki_
photos/）より申し込みを。

poco a poco アートのたまご

■■問問アートワールドひろさき（出
〈いで〉さん、☎39-3383〈午
前９時 30 分～午後５時〉、■■ＥＥ
artworld@hirosaki-u.ac.jp）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　子どもたちに大人気のユーモ
アある絵本を執筆する絵本作
家・内田麟太郎さんが、絵本の
紹介や誕生秘話、作品への思い
などを語ります。
▼とき　11月 22日（日）、午
前10時 30分～正午
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼対象　小学生以上=30人（先
着順）
▼参加料　無料
▼申し込み受け付け　11 月 1
日（日）から弘前図書館カウン
ターまたは電話で申し込みを。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

▼ と き　11 月
23日（月・祝）、
午前10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　多胎児家族ならではの
育児体験談や情報交換、遊びの
コーナーなど
▼対象　多胎児を妊娠している
人、未就学の多胎児を育ててい
る家族
※事前の申し込みが必要。
▼その他　新型コロナウイルス
感染症の感染状況により、中止
になる場合があります。
■■問問駅前こどもの広場（☎ 35-
0156）、みどり保育園子育て支

絵本作家　内田麟太郎さん
講演会

多胎児の家族の交流会
『ふたごちゃん☆みつごちゃ
んと家族のつどい』

援センター（☎32-0510）

　弘前圏域市町村（弘前市、黒
石市、平川市、藤崎町、板柳町、
大鰐町、田舎館村、西目屋村）の
住民が対象の婚活イベントです。
▼とき　11月 28日（土）
　　　　午後５時～８時
▼ところ　チキポービアボール
（親方町）
▼内容　大衆居酒屋でおいしい
肉料理や魚料理などを食べなが
ら、気軽に交流を楽しみます。
▼対象者　20 歳～ 49 歳の独
身で弘前圏域市町村在住または
結婚後にこれらの市町村に住む
意思のある人
▼募集人数　男女＝各10人
▼参加料　男性 4,000 円／女
性 3,000円
▼申し込み方法　11 月 19 日
（木）までに電話またはＥメー
ルで申し込みを。
※詳しくは右のQR
コードから市ホーム
ページで確認してく
ださい。
■■問問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター事務局（☎35-1123）

ひろさき広域婚活支援事業
実行委員会・婚活イベント

「チキンなよ！全員集合！」

　津軽広域８市町村（弘前市・
黒石市・平川市・藤崎町・板
柳町・大鰐町・田舎館村・西
目屋村）の連携により、８月
からスタートした「魅力発
見！津軽応援フェア」も今月
が最後です。各会場で、８市
町村の物産やパン、クラフト
の販売をします。魅力ある商
品を購入して、みんなで津軽
を応援しましょう。

【板柳町会場】
▼と き　11 月７日・８日、
14日・15日の午前 10時～
午後４時
▼ところ　板柳町ふるさとセ
ンター本館（板柳町大字福野
田字本泉）

【黒石市会場】
▼と き　11月 21日・22日
の午前10時～午後４時
▼ところ　黒石公民館多目的
ホール（黒石市大字内町）

■■問問全体…エール津軽 !! プロ
ジェクトチーム事務局（国際
広 域 観 光 課 内、 ☎ 40-
7017）／板柳町会場…板柳
町 産 業 振 興 課（ ☎ 73-
2111）／黒石市会場…黒石
市商工課（☎52-2111）

さらに２つの魅力的な
企画を実施中！
詳しくはＷＥＢで

▲ ▲

●スタンプラリー
●地元 STAY で選べる
　地域の魅力プレゼント

魅力発見！
津 軽 応 援フェア

来場の際は
マスクの着用と
連絡先の記入を
お願いします。

11
月
の
催
し

ロマントピア天文台ロマントピア天文台  
［星と森のロマントピア］

★定例観察会「月・火星・プ
レヤデス星団」
21日（土）、午後7時～9時
▼入館料　無料（市民以外は
有料）
▼通常開館時間　　午後１時～
９時30分
■■問問星と森のロマントピア天
文台（水木在家字桜井、☎
84-2233）

▲インスタも
　見てけ～♥

▲のぼりが目印 !!


