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【縄文土偶切り絵ワークショッ
プ】
▼とき　１月９日（日）・10日
（月）の午前10時～午後３時
▼講師　青柳省吾さん（切り絵
作家）
▼体験料　フレーム＝ 1,500
円、モビール＝2,300円
※いずれも飲み物付き。
【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　１月９日（日）・23
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）
▼講師　岩木かちゃらず会
▼体験料　250 円～（コース
ターほか）
【手品農園の手相占い】
▼とき　１月 15日（土）・16
日（日）の午前９時～午後４時
※所要時間は約 40分。事前に
手品農園（渋谷さん、☎ 82-
2108）に予約を。
▼体験料　2,000 円（飲み物
付き）
【電動ロクロ体験】
▼とき　１月21日（金）・22
日（土）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。
▼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１月１日
〈土・祝〉～７日〈金〉は休み）

【スポーツミュージアム】
▼とき　１月 10日（月・祝）、

鳴海要記念陶房館の催し

ヒロロだよ！全員集合！
～冬の陣～

午前 10時～午後３時（最終受
付時間＝午後２時 45分、昼休
みは正午～午後１時）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階イベントスペース・４階市民
文化交流館ホール
▼内容　３階…的を狙うスポー
ツ４種の体験、未就学児が参加
できるブースなど（事前の申し
込みは不要）、４階…①チアダ
ンス、②新体操、③・④ヒップ
ホップの体験と発表（事前の申
し込みが必要）
▼定員　３階＝なし、４階（①
～④）＝各20人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　申し
込みフォーム（QRコ
ード）で申し込みを。
※詳しくはヒロロスクエアホー
ムページ（http://www.hiro
rosquare.jp）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）

　「冬・お正月」をテーマに、
絵本の読み聞かせ、紙芝居、昔
話、なぞなぞを行います。
▼とき　１月 15 日（土）、午
前 11 時～ 11 時 30 分／１月
８日（土）・22日（土）、午後
２時～２時30分
▼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＝10人程度（先着順）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

【新春ラウンジのひととき～薩
摩琵琶を弾き、語る～】
▼とき　１月 15 日（土）、午

おたのしみおはなし会

郷土文学館の催し

後２時～３時
▼出演　平尾鶴朋さ
ん（薩摩琵琶鶴田流
演奏者）
▼申し込み方法　電話または文
学館受付で申し込みを。
【北の文脈文学講座】
▼とき　１月29日（土）
　　　　午後２時～３時
▼内容　櫛引洋一さん（企画研
究専門官）による新収蔵資料展
の解説
▼申し込み方法　１月４日（火）
から電話または文学館受付で申
し込みを。
～共通事項～
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）２階ラウンジ
▼定員　各15人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料（ただし観覧料
が必要）
▼観覧料　高校生以上＝100
円／小・中学生＝50円
※障がい者、65歳以上の市民、
市内の小・中学生、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。住所や年
齢を確認できるものの提示を。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

【自然教室「雪であそぼう」】
▼とき　１月16日（日）
　　　　午前10時～正午
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、手袋、替え
の下着・靴下、防寒着
【冬季開館日】
　毎週土・日曜日、祝日、小・
中学校の冬休みと春休み期間
※１月１日（土・祝）～３日（月）
は休み。
■■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）

こどもの森の行事

　弘前大学で
日本語を学ぶ、
カメルーン、ナ
イジェリア、インドネシア、マ
レーシアの外国人留学生が母国
の魅力を日本語で紹介します。
▼とき　１月 22 日（土）、午
後１時30分～３時 30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）２階多目的ホール
▼対象　市内に在住または通
勤・通学している人＝30人（先
着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　１月 19 日
（水）までに、電話かファクス
またはＥメール（住所〈町名ま
で〉・氏名〈ふりがな〉・電話番
号を記入）で申し込みを。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）

　弘前大学が実施する教育プロ
グラム「アートワールドひろさ
きキュアプログラム」で学ぶ弘
大生が、展覧会「りんご前線―
Hirosaki Encounters」の魅
力を参加者の皆さんと等身大で
語り合う体験型ガイドツアーを
行います。
▼とき　１月 22 日（土）、午
後２時～３時（午後２時に美術
館の受付に集合） 
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）
▼参加料　無料（ただし展覧会
の観覧料が必要）
■■問問アートワールドひろさき（出

留学生から直接聞ける
世界のおはなし

弘大生が等身大で案内する
りんご前線めぐり

〈いで〉さん、☎ 39-3383、
午前９時 30分～午後５時、■■ＥＥ
artwor ld@h i rosak i -u .
ac.jp）

▼とき　１月29日（土）
　　　　午前10時～午後３時
▼ところ　鬼沢研修会館（鬼沢
字後田）など
▼集合　自家用車の人は午前９
時 50分までに鬼沢研修会館へ
／送迎バスを利用する人は午前
９時 20分までにＪＲ弘前駅城
東口へ。
▼内容　午前＝大しめ縄制作の
見学と縄ない（わらなどをよっ
て縄を作ること）体験／午後＝
鬼沢の歴史を学ぶ藤田民次郎ス
ライド上映、地域農業の説明、
バスで鬼神社などの史跡散策
▼定員　 20人（定員になり次
第締め切り）
▼参加料　2,000 円（昼食・
おみやげ付き）
▼申し込み方法　１月５日（水）
～ 18日（火）に、電話で申し
込みを。
■■問問歴史と伝説の里「鬼沢の会」
事務局（鬼沢楢木土地改良区内、
☎ 98-2141、平日の午前９時
～午後４時）
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

▼とき　１月29日（土）
　　　　午前11時～正午
※午前 10時 45分までにぬい
ぐるみを持って集合。
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼内容　ぬいぐるみがあなたの
代わりに弘前図書館を探検・お

歴史と伝説の里
「鬼沢の旅」ツアー

ぬいぐるみのおとまり会
in弘前図書館

泊まりします。当日は、おはな
し会の後に、ぬいぐるみを寝か
せて解散します。
　ぬいぐるみは、２月５日（土）
午後１時以降に写真を添えて返
却します。
▼対象　幼児（３歳児）～小学
生＝10人
※ぬいぐるみは１人につき１体
まで。
▼参加料　無料
▼申し込み方法
　１月７日（金）
～ 11 日（火）の
午前９時 30 分～
午後５時に、弘前図書館カウン
ターまたは電話で申し込みを。
※応募多数の場合は抽選の上、
当選者のみに１月 13 日（木）
までに連絡します。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

　災害時に自分
を守るための
「防災」知識を、
楽しみながら親
子で学びます。
▼とき　２月５日（土）、午前
10時 30分～正午
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール
▼内容　①防災クイズ、②自宅
避難の心得、③自助力アップ献
立作成のポイント、④ヒミツの
保存食
▼講師　防災士、弘前市消防団
女性分団
▼対象　小学生とその保護者
▼参加料　無料
※詳細はヒロロスクエアホーム
ページ（http://www.hiroro
square.jp）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）

親子で楽しく学ぼう！
私たちの防災


