
18 19広報ひろさき　２０２０.１2.１

12
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］

★ふたご座流星群特別観察会
13 日（日）、午後 7 時～ 9 時
★定例観察会「オリオン座・
オリオン座大星雲・プレアデ
ス星団」
19 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）

■■問問 津軽カタリスト（平田さん、
☎ 090-3123-3861）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

【生涯木育 子どもからお年寄り
まで】
▼とき　12 月 13 日（日）、①
午前 10 時～午後０時 30 分／
②午後１時 30 分～４時
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　今年選ばれたグッド・
トイやたくさんのおもちゃで遊
ぶことができます。
▼その他　マスクの着用をお願
いします。入場人数制限があり
ます。
※イベントの詳細はヒロロスク
エ ア ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.hirorosquare.jp）で確
認を。
■■問問 駅前こどもの広場（☎ 35-
0156）

【赤ちゃんも！音楽ファンも！
みんなのコンサート】
▼とき　12 月 18 日（金）、午
前 10 時 30 分～ 11 時（開場
は午前 10 時）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容　ショパンやドビュッシ
ーなどの明るく朗らかなピアノ
音楽
▼出演　演奏…宮本香織さん

（弘前大学非常勤講師）、司会・
お話…朝山奈津子さん（同大学
講師）
▼定員　45 人程度（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　専用ホームペ
ージ（https://home.hirosaki-u.

グッド・トイ 2020
in ひろさき

poco a pocoアートのたまご

 イベント

広報ひろさきに掲載した
各種催しについて

　広報ひろさきに掲載した各
種催しや教室などは、新型コ
ロナウイルスの感染予防と拡
大防止の観点から、中止や内
容が変更となる場合がありま
すので、ご了承ください。詳
しくは市ホームページまたは
各問い合わせ先で確認を。
　また、催しなどに参加する
際は、マスクを着用するなど、
感染症対策へのご協力をお願
いします。

▼開園日　３月 31 日まで毎
日、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（クラフト展、和カフェ）、
高台部のみ
▼入園料　無料
※会議室は有料です。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

【着物のリメイク展】
▼とき　12 月２日（水）～７
日（月）の午前９時～午後４時

（最終日は午後３時まで）
▼内容　佐藤ちづ子と簡単ソー

藤田記念庭園
冬期開園のお知らせ

鳴海要記念陶房館の催し

イングの生徒たちによる服・
バッグ・小物などの展示販売
▼入場料　無料

【電動ロクロ体験】
▼ と き　12 月 18 日（ 金 ）・
19 日（土）、午前 10 時～午後
３時
※所要時間約 45 分。予約優先。
▼内容　電動ロクロを使った器
づくり
▼講師  佐藤学さん（津軽千代
造窯）
▼体験料　1,600 円（飲み物
付き）
～共通事項～
※マスクの着用をお願いしま
す。混み合った際には入館を制
限する場合があります。また、
新型コロナウイルスの感染状況
によっては、中止する場合があ
ります。
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦 、☎ 82-2902、火曜日は
休み）

　冬にまつわる作品を特集。臨
場感あふれる朗読劇ステージで
す。
▼とき　12 月 12 日（土）
　　　　午後２時～３時 20 分
▼ところ　太宰治まなびの家 

（旧藤田家住宅、御幸町）
▼上演作品　『美男子と煙草』、

『一つの約束』など全６作品
※ YouTube でのライ
ブ配信も実施。右記
QR コードから視聴で
きます（閲覧にかかる通信料は
自己負担となります）。
▼入場料　無料
▼その他　換気のため会場内は
冷え込みます。暖かい服装で参
加を。
※事前の申し込みは不要。弘前
厚生学院の駐車場を利用可。

太宰治ドラマリーディング
津軽カタリスト冬の定期公演

 

●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

ac.jp/artworld/1860/）、Ｅメ
ールまたは電話で申し込みを。
▼その他　演奏中の入退場は自
由。ベビーカーのまま入場可。
マット席有り。
■■問問アートワールドひろさき（朝
山さん、☎39-3381、■■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。

▼とき　12 月 19 日（土）
　　　　午後２時～２時 40 分
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼対象　小学生＝ 25 人
▼語り手　おはなしるんるん
▼参加料　無料
▼申し込み方法　電話または弘
前図書館カウンターへ申し込み
を。
■■問問弘前図書館（☎ 32-3794）

【第２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　12 月 19 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８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　12 月 14 日

（月）までに申し込みフォーム
（QR コ ー ド ま た は https://

クリスマスおはなし会

ひろさき圏域移住者と
語り合おう！

h i r o s a k i - i j y u u - vo l 2 .
peatix.com）から申し込みを。
■■問問コラーニングスペー
ス HLS 弘前（辻さん、
☎090-1025-4769、
■■ＥＥ s.tsuji@bolbop.com）

【月例登山「Ｘ’マス・トレッ
キング」】
▼とき　12 月 20 日（日）、午
前９時 30 分～午後２時 30 分
▼対象　登山の経験があり、冬
山登山の装備ができる人
▼持ち物　飲み物、昼食、替え
の下着・靴下、雨具、防寒着
▼定員　10 人程度（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。

【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）

▼とき　３月 31 日までの①午
前 10 時 30 分～／②午後２時
～（共に 70 分程度）
▼コース　藤田記念庭園～追手
門～南内門～下乗橋～本丸展望
所～武徳殿
▼体験料　1,000 円
▼対象　中学生以上（保護者の
同意があれば小学生以下の体験

こどもの森 12 月の催し

弘前公園スマートグラス
ガイドツアー

も可）
※前日までに申し込みが必要。
▼対応言語　日本語、英語、韓
国語、中国語、タイ語、フラン
ス語
■■問問 藤 田 記 念 庭 園 （ ☎ 37-
5525）

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
５日（土）、午後１時 30分
～３時30分（定員＝20人）
●門松作り
19日（土）、午後１時30分
～３時30分（定員＝10人、
参加料3,000円〈材料費〉）
※いずれも先着順。13日ま
でに電話で申し込みを。

【展示会】
●冬の室内植物展
11日（金）～ 25日（金）
■■問問 緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、毎週月曜日、
12月29日～１月３日は休
み）


