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ノ）、朝山奈津子さん（司会）
▼定員　50人程度
▼参加料　18歳以上 500円
▼申し込み方法　
申込フォーム（QR
コード）または E
メール、電話で申
し込みを。
▼ そ の 他　客席はマット席
（120cm四方）と椅子席あり。
ベビーカーのまま入場可。演奏
中の入退場は自由。授乳室やオ
ムツ替えのできるお手洗いが会
場脇にあります。
②絵本と絵画の鑑賞会＋ワーク
ショップ・版画ワークショップ
　アクリル絵具を使ったモノタ
イプの版画、紙版画、ドライポ
イントなど、いろいろな版画に
挑戦するワークショップです。
できあがった作品は、３月に予
定する作品展に展示できます。 
▼とき　2月 19 日（土）・20
日（日）・23 日（水・祝）の
❶午前 9 時 30 分～午後 0 時
30分、❷午後2時～ 5時
※希望する日時を選択。
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部4階美術制作室 
▼対象　19日＝幼稚園・保育
園児～小学生／ 20 日・23 日
＝小・中学生
▼定員　各回それぞれ 15人程
度（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　500円 
▼申し込み方法　
2 月 5 日（土）の
正午から、申込フ
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（①
朝山さん、☎ 39-3381 ／②
出〈いで〉さん、☎ 39-3383
／①・②共通■■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。

　カトレア・デ
ンドロビウム・
胡蝶蘭などの
洋蘭・セッコク
を、約300株展示します。
▼とき　2 月 11 日（金・祝）
～ 13日（日）の午前 10時～
午後 4時
▼ところ　さくら野百貨店弘前
店（城東北３丁目）4階文化ホ
ール
▼入場料　無料
■■問問弘前城愛蘭会（対馬さん、☎
27-5442）

▼とき　２月13日（日）
　　　　午前10時～午後２時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
▼内容　健康相談
（痛みやケガの相
談など）、柔道整
復師の活動紹介
▼参加料　無料
■■問問安井整骨院（☎ 34-1424、
平日の午前9時～正午）

　「竹内抱甕子
（たけのうちほう
ようし）文庫」の資料をはじめ、
高浜虚子などの著名な俳人の資
料を紹介します。
▼とき　２月 16日（水）～４
月 14日（木）の午前９時～午
後５時（入館は午後４時 30分
まで）
▼ところ　郷土文学館（下白銀
町）
▼観覧料　高校生以上＝ 100

第 31 回弘前らん展

弘前地区柔道整復師会「あな
たの街の整骨院・接骨院」

スポット企画展
「新収蔵資料展」

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（☎37-5505）
※あおもり県民カレッジの単位
認定講座。

　市が認定する優
れた技能・技術者
「弘前マイスター」
の活動内容や、そ
の卓越した技・製品を紹介しま
す。実演や体験を通し、普段見
ることのできない匠の技に触れ
てみませんか。
▼とき　2月 19日（土）・20
日（日）、午前10時～午後４時
※最終日は午後3時まで。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼入場料　無料

【技能体験コーナー】
①和菓子製作体験
▼とき　２月 19 日（土）、午
後1時 30分～ 2時 30分
▼定員　12人
▼参加料　500円
②津軽凧絵付け体験
▼とき　２月 20 日（日）、午
前11時～正午
▼定員　16人
▼参加料　1,000円
③金魚ねぷた絵付け体験
▼とき　２月 20 日（日）、午
後1時 30分～ 2時 30分
▼定員　24人
▼参加料　1,300円
※いずれも事前の申し込みが必
要。
　詳細は市ホームページで確認
するか、お問い合わせください。
■■問問産業育成課（☎32-8106）

第２回弘前マイスター展

◎おたのしみおはなし会
▼とき　２月５日（土）・19日
（土）、午前 11 時～ 11 時 30
分／２月12日（土）・26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
▼内容　『昔話・名作』をテー
マに、絵本の読み聞かせ、紙芝
居、昔話、なぞなぞなど
▼対象　おおむね４歳から小学
校低学年まで＝ 10人程度（先
着順）
※事前の申し込みは不要。
▼参加料　無料
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

【はぎれで作るミニタペストリ
ーづくり体験】

弘前図書館２月の催し

鳴海要記念陶房館の催し

▼とき　２月 11 日（金・祝）
～ 13 日（日）の午前９時 30
分～正午
▼講師　工房「咲里（サリ）」
斉藤寿さん
▼体験料　1,350 円（材料費
込み、飲み物付き）
※裁縫道具の持参を。

【電動ロクロ体験】
▼とき　２月 18 日（金）～
20 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）

【こぎん刺し体験と小物販売】
▼とき　２月 13日（日）・27
日（日）、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）
■■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、火曜日は休み）

①赤ちゃんも！音楽ファンも！
みんなのコンサート第 7 回
　ピアノ独奏によ
るコンサートです。
ラモーからピアソ
ラまで、ピアノの
ために書かれた古今東西の舞曲
でつづります。
▼とき　2月 11日（金・祝）、
午前 10 時 30 分～ 11 時 15
分（開場は午前10時）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）4
階市民文化交流館ホール
▼出演　宮本香織さん（ピア

poco a poco
アートのたまご

ひろみちお兄さんひろみちお兄さんのの

親子体操教室親子体操教室＆＆子育てトークタイム子育てトークタイム

▼出演　中路重之さん（弘前大学
大学院医学研究科特任教授）、佐
藤弘道さん（元NHK体操のお兄
さん）、ISAMI さん（マジシャン）
▼対象　小学校２年生以下の子ど
も（未就学児可）と一緒に参加で
　　　　きる人＝100組
　　　　▼参加方法　Zoomによ
　　　　るオンライン参加
　　　　▼申し込み方法　Eメー
　　　　ルもしくは参加フォーム

　NHK「おかあさんといっしょ」第 10代
目体操のお兄さん佐藤弘道さんによる親子
体操教室をオンライン開催します。親子一
緒に体を動かして、遊びを通じて楽しんで
みませんか。世界的マジシャンの ISAMI
さんによる親子マジック体験もあります。

（QRコード）で申し
込みを。
▼その他　途中退出
可／カメラはON・
OFF どちらでも参加可／手話通
訳付き／通信料は自己負担
■■問問ひろさきアフタースクール（■■ＥＥ
hirosakiafterschool@yahoo.
ne.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。

ひろみちお兄さんひろみちお兄さん
マジシャンマジシャン
ISAMI さんISAMI さん

ひろさき共育大作戦！ひろさきから咲かせる子育て応援プロジェクト

２月23日（水・祝）、午後２時～４時参加無料
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