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　農家女性によ
る手芸品の展示・
販売、飾りひょう
たんづくりのワ
ークショップ、農産物や手作り
加工品の販売をします。
▼と き　12 月 11 日（土）・
12 日（日）の午前 10 時～午
後３時
▼ところ　百石町展示館第１展
示室
▼入場料　無料
■■問問黒石市ひょうたん倶楽部（渋
川さん、☎090-9632-9741）

　今年度選ばれたグッド・トイ
やおもちゃで遊べます。
▼とき　① 12 月 11 日（土）
の午後１時～４時 30 分、②
12 月 12 日（日）の午前 10
時 30分～午後１時、午後２時
～４時
▼ところ　ヒロロ
（駅前町）３階イベ
ントスペース
※詳細はヒロロス
クエアホームページ（QRコー
ド）で確認を。
■■問問市民文化交流館（駅前町、ヒ
ロロ３階、☎ 35-0154、午前
8時 30分～午後 9時）

農の手しごと展

グッド・トイ 2021
 in ひろさき

　グループに分かれて、他校の
生徒と交流しながら「弘前市の
魅力を活かしたまちづくり」に
ついて楽しく話し合い、まちづ
くりのアイデアを市長に提案し
ます。
▼とき　12月 12日（日）
　　　　午前10時～午後３時
※事前の申し込みが必要。
▼ところ　市役所（上白銀町）
４階食堂
▼講師　蒔田純さん（弘前大学
教育学部専任講師）
▼対象　市内の高校生＝30人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　12 月８日
（水）までに必要事項（氏名〈ふ
りがな〉・年齢・住所・学校名・
学年・電話番号・Ｅメールアド
レス）を電話かＥメールで伝え
て申し込みを。
■■問問 企画課（☎ 40-7021、■■ＥＥ
kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

▼とき　12月 19日（日）、午
前９時30分～午後２時30分
▼対象　登山経験者で、当日に
冬山登山の装備で来られる人
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。

市長に提案！
高校生ワークショップ

こどもの森 月例登山
「クリスマス・トレッキング」

▼持ち物　飲み物、昼食、替え
の下着・靴下、雨具、防寒着
■■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、冬季開館日…毎週
土・日曜日、祝日、小・中学校
の冬休み期間〈ただし 12 月
29 日～１月３日は休み〉）／
市 み ど り の 協 会（ ☎ 33-
8733）へ申し込みを。

　結婚を希望する独身者のすて
きな出会いに繋げるため、魅力
向上に役立つセミナーと参加者
同士の交流会を開催します。こ
の機会にセンター会員への登録
もご検討ください。
▼とき　12月19日（日）、セ
ミナー＝午後１時～３時、交流
会＝午後３時15分～４時30分
▼ところ　アートホテル弘前シ
ティ（大町１丁目）
▼内容　①男性向けセミナー＝
「恋愛＆仕事に役立つコミュニ
ケーションセミナー」、②女性
向けセミナー＝「キレイ応援！
好印象マスクメイクレッスン」、
③参加者交流会
▼講師　①栁澤ふじこさん（コ
ミュニケーション講師）、②
POLA THE BEAUTY弘前店
▼対象　20 歳～ 49 歳のひろ
さき広域出愛サポートセンター
会員＝男女各15人

魅力アップセミナー
＆交流会

※応募者多数の場合は抽選で決
定します。
▼参加料　500円
▼申し込み方法　12 月 14 日
（火）の午後５時までに電話か
Ｅメールで申し込みを。
※詳細はホームペー
ジ（ＱＲコード）で
確認を。
■■問問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター（☎35-1123、■■ＥＥ h-d
eai@city.hirosaki.lg.jp）

　昨年 12月 10日から運用を
開始した「弘前市パートナーシ
ップ宣誓制度」や多様な性のあ
り方を、より多くの皆さんに知
ってもらうための講演会です。
▼とき　12月 22日（水）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▼内容
第１部…講演「New Family 
～新しいかぞくのカタチ～」、
講師＝杉山文野さん（東京レイ
ンボープライド共同代表理事）
※講師はオンラインでの登壇。
第２部…パネルディスカッショ
ン、モデレーター＝山下梓さん
（弘前大学男女共同参画推進室
助教）、パネリスト＝杉山文野
さん、尾崎麻理さん（弘前医療
福祉大学保健学部助教）ほか
▼定員　100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　12 月 17 日
（金）までに電話かＥメール（氏
名・電話番号を記入）で申し込
みを。
▼その他　会場には駐車場があ
りませんので、近隣の駐車場を
利用するか、公共交通機関で来
場を／旧土手町分庁舎（土手町）

パートナーシップ宣誓制度
一周年記念講演会

「知る」から始める性の多様性

9 時～ 10 時、②午前 10 時
30 分～ 11 時 30 分、③正午
～午後１時、④午後１時 30分
～２時 30分、⑤午後３時～４
時
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▼対象　各日５組（先着順）
※事前の予約が必要／１組５人
まで／高校生以下は保護者かピ
アノ講師の立ち会いが必要。
▼利用料　30 分＝ 3,000 円、
60分＝ 5,000 円
※録音希望者（CD-R のみ）
は別途1,000円が必要。
▼申し込み方法　12 月 14 日
（火）の午前 10 時から電話で
申し込みを。
※予約の承認を受けた人は別途
申込用紙の提出を／申込用紙の
入手方法は予約時にお知らせし
ます。
■■問問市民会館（☎ 32-3374、午
前 10時～午後 4時）

に臨時駐車場を設置し、会場ま
でのシャトルバスを運行しま
す。運行時間…行き（旧土手町
分庁舎発）午後１時 30 分・
45分、帰り（旧弘前偕行社発）
午後４時00分・15分
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.hirosaki.lg.jp）

【ロボ木ーをつくろう！】
▼とき　令和４年１月９日（日）
①午前 10時 30 分～正午、②
午後１時30分～３時
※受け付けはそれぞれ開始時間
の30分前から。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース
▼対象　年長児～小学生とその
保護者＝各回20組（先着順）
※事前の申し込みが必要。 
▼参加料　１組 500 円（子ど
も１人追加の場合は追加で
500円が必要）
▼申し込み方法　12 月５日
（日）の午前８時 30 分から電
話か市民文化交流館窓口で申し
込みを。
※詳細はヒロロスクエアホーム
ページ（QRコード）で確認を。
■■問問市民文化交流館
（駅前町、ヒロロ３
階、☎ 35-0154、
午前８時 30 分～
午後９時）

　「スタインウェイ
D-274」と「スタインウェイ
メモリアル」の２台のピアノを、
コンサートと同様の照明の中、
市民会館大ホールで弾いてみま
せんか。
▼とき　令和４年１月 13 日
（木）～ 16 日（日）の①午前

親子 de 木育

スタインウェイを
弾いてみよう！有 料 広 告有 料 広 告

藤田記念庭園の冬季開園
　令和４年３月31日まで毎日開園します。
▼開園時間　午前９時～午後５時
▼対象施設　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）、高台部庭園
▼入園料　無料
※会議室は有料。
■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎37-5525）

藤田記念庭園の冬季開園藤田記念庭園の冬季開園
　令和４年３月31日まで毎日開園します。

　午前９時～午後５時
　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

藤田記念庭園（上白銀町、☎37-5525）

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

弘

岩

こ

相

岩

岩

相

弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316
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図書館休館日12月

※変更となる場合があります。
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