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▼講師　ささやすゆきさん（絵
本作家）
▼参加料　1,800 円（飲み物
付き）

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼と き　12 月 12 日（日）・
26 日（日）の午前 10 時～午
後３時（体験受け付けは午後２
時30分まで）
▼内容　岩木かちゃらず会によ
る体験指導・販売
▼体験料　250 円～（コース
ター他）

【電動ロクロ体験】
▼とき　12 月 17 日（金）～
19 日（日）の午前 10 時～午
後３時
※所要時間は約 45分／予約優
先／当日受け付けも可。
▼内容　器づくり
▼講師　佐藤学さん
（津軽千代造窯）
▼体験料　1,800 円
（飲み物付き）
■■問問鳴海要記念陶房館
（賀田字大浦、☎ 82-2902、
午前９時～午後４時、火曜日と
12月 29日～１月７日は休み）

イベント

【成田千空生誕 100 年－寄贈
資料を中心として】
　俳人の成田千空（せんくう）
に関する直筆資料などを紹介し
ます。
▼とき　12月１日（水）～令
和４年２月 14日（月）の午前
９時～午後５時
※入館は午後４時30分まで。
▼観覧料　高校生以上＝ 100
円、小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・
中学生や外国人留学生、市内外
の障がい者、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。
■■問問郷土文学館（下白銀町、☎

郷土文学館 スポット企画展

37-5505）
※あおもり県民カレッジ単位認
定講座。

「

【着物リメイク作品展】
▼とき　12 月４日（土）・５
日（日）の午前９時～午後４時
▼内容　ハンドメイドはっぱに
よるリメイクの服や小物の展
示・販売
▼観覧料　無料

【～北国に贈る～ぬくもりあふ
れる刺繍展】
▼とき　12 月 11 日（土）～
19日（日）の午前９時～午後
４時
※最終日は午後３時まで／ 14
日（火）は休み。
▼内容　横澤祥子さんによる英
国伝統刺しゅうブラックワーク
他、刺しゅう作品の展示
▼観覧料　無料

【絵本づくり教室】
▼と き　12 月 11 日（土）・
25日（土）の午後１時～３時
※事前の予約が必要。

鳴海要記念陶房館の催し
「クリスマス」
をテーマとした
絵本の読み聞か
せや、紙芝居、
昔話、なぞなぞ
等を行います。

【おたのしみおはなし会】
▼とき　12月４日（土）の午
前 11 時 ～ 11 時 30 分、12
月 11日（土）・25日（土）の
午後２時～２時30分
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）１階閲覧室おはなしコーナー
▼対象　おおむね４歳～小学校
低学年＝各回10人程度
▼参加料　無料

【クリスマスおはなし会】
▼とき　12月 18日（土）
　　　　午後２時～２時40分
▼ところ　弘前図書館２階視聴
覚室
▼語り手　おはなしるんるん
▼対象　幼児～小学生＝ 25人
（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　弘前図書館の
受付か電話で申し込みを。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

　弘前と十和田
を周遊する観光
バスを運行しま
す。
▼運行期間　12月４日～令和
４年２月 20日の土・日曜日と
祝日（１月１日・２日を除く）
▼コース　①弘前コース＝弘前
→十和田湖（休屋）→奥入瀬渓
流館→十和田市現代美術館、②
十和田コース＝弘前コースの復
路

弘前図書館 12 月の催し

バスで十和田旅にでかけよう

▼料金　弘前⇔十和田湖（休
屋）・奥入瀬渓流館＝片道
3,000 円、往復 5,000 円／弘
前⇔十和田市現代美術館＝片道
4,000円、往復 6,500円
※往復に学生・団体割引あり。
▼予約方法　乗車日の１カ月前
～7日前までに電話で予約を。
▼その他　最少催行人数＝２人
※詳しくはホームペ
ージ（QR コード）
で確認を。
■■問問弘南バス（☎38-2255）

【絵本と絵画の鑑賞会＋ワーク
ショップ作品展】
　日本画で使われる水干絵具
（すいひえのぐ）で描いたカラ
フルな絵画作品を展示します。
ワークショップに参加した市内
の幼稚園や保育園の園児、小学
生の作品が中心です。
▼とき　12 月 10 日（金）～
12 日（日）の午前 11 時～午
後 7時 
▼ところ　ギャラリーまんなか
（吉野町、弘南鉄道中央弘前駅
構内）
▼観覧料　無料
▼その他　駐車場はありません
ので、近くの有料駐車場を利用
するか公共交通機関で来場を。

【絵本と絵画の鑑賞会＋ワーク
ショップ】
　長い紙にいろいろな画材を使
って自分だけのオリジナル絵本
を制作します。出来上がった作
品やキャラクターは、ギャラリ
ーに展示することもできます。
▼とき　12 月 18 日（土）の
①午前 9 時 30 分～午後 0 時
30分、②午後２時～5時
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部４階美術制作室 
▼定員　①・②それぞれ 15人

poco a poco
アートのたまご 緑の相談所 12月の

催し
【講習会】
●門松作り
18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）
※先着順／ 12日（日）まで
に電話で申し込みを。

【展示会】
●冬の室内植物展
10日（金）～26日（日）
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎ 33-8737、月曜日と 12
月 29日～１月３日は休み）

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
ロナウイルス感染症の予防と
拡大防止の観点から、中止や
内容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。
　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。

●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

程度（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　12
月4日（土）の正午
から、申し込みフォ
ーム（QRコード）で
申し込みを。
■■問問アートワールドひろさき（出
〈いで〉さん、☎39-3383、■■ＥＥ
artworld@hirosaki-u.ac.jp）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

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］

★定例観察会「べテルギウ
ス・プレアデス星団（M45）・
月面」
18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）

【きもの絵巻で典雅な風景を】
　なかなか目にすることができ
ない宮廷装束の小袿（こうちぎ）
や備前岡山藩池田家伝来の小
袖などを展示しています。
▼開館時間　午前９時 30 分
～午後４時30分
▼観 覧 料　一般＝ 300 円、
高校生・大学生＝150円、小・
中学生＝100円
●高岡の森弘前藩歴史館との
共通券　一般＝ 420 円、高
校生・大学生＝ 210円、小・
中学生＝140円
※障がい者、65 歳以上の市

市立博物館企画展３市立博物館企画展３
～装いの美・美は喜び～ 後期展～装いの美・美は喜び～ 後期展

12月 19日（日）まで12月 19日（日）まで

民、市内の小・
中学生や外国
人留学生、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。
▼常設展
「ひろさきの歴史と文化～原始
から近現代へ～」
■■問問市立博物館（下白銀町、☎
35-0700）
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