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　「ふれあいのまちづくり」を
スローガンに開催します。
▼とき　11月 22 日㈫、午後
２時から（受け付けは午後１時
から）
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▼内容　オープニング…福祉協
力校活動体験発表（三省小学
校）、式典…社会福祉事業功労
者への表彰
▼入場料　無料
■■問問 市社会福祉協議会（☎ 33-
1161）

　北の四重奏やコー
ル・ジョイフル、弘前交響楽団
など、音楽ネットワーク弘前に
所属する音楽団体による合同コ
ンサートです。
▼とき　11月 27日㈰
　　　　午後１時から
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大ホール
▼入場料　500円
※中学生以下は無料。
■■問問 音楽ネットワーク弘前（田
中さん、☎87-6088）

弘前市社会福祉大会

弘前音楽祭

　方言詩人・高木恭造の代表作
『まるめろ』に使われた棟方志功
の版画の印刷原版や、詩人・劇
作家の秋田雨雀（うじゃく）が
森鷗外を論じた草稿などを紹介
します。
▼とき　12 月１日㈭～２月
14日㈫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
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。

▼とき　12月 4日㈰、①午前
10 時 30 分～正午、②午後 1
時 30分～ 3時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）3

郷土文学館スポット企画展
「新収蔵資料展」

親子 de 木育寺子屋

階イベントスペース
▼内容　木育のお話とものづく
りワークショップ（木育読み聞
かせ、木製玩具の紹介、木のも
のづくり「まつぼっくりのクリ
スマスツリー」など）
▼対象　３歳までの子どもとそ
の保護者＝①・②各15組
▼参加料　無料
　詳細はヒロロスクエアホーム
ページ（https://www.hiroro
square.jp）で確認を。
■■問問 11月 20日㈰から、市民文
化交流館（ヒロロ３階、☎35-
0154、午前 8時 30分～午後
9時）へ。

　こどもの森で採取した木の実
を使って工作体験をします。
▼とき　12月 10日㈯
　　　　午前10時～正午
▼ところ　こどもの森（坂元字
山元、久渡寺境内）
▼定員　10人程度
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　300円

【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。
ただし12月 29日～1月 3日
は休み。
■■問問 こどもの森ビジターセンタ
ー（☎ 88-3923）／市みどり
の協会（☎33-8733）

　できあがった作品は、2月中
旬 に HIROSAKI ORANDO
（ヒロサキオランド、百石町）
ギャラリーで展示予定です。
①粘土で動物をつくろう「粘土
で彫刻ワークショップ」
　真っ白な石粉粘土で動物を作
り、一週間乾燥させた後で絵付

木の実の工作

poco a poco
アートのたまご

ac.jp）
※令和４年度市民参加型まちづ
くり１%システム採択事業。

　弘前ねぷた300
年祭を記念したシ
ンポジウムを開催
します。
▼とき　12月 11
日㈰、午後１時～４時30分（開
場は午後０時30分）
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼内容と講師など　①基調講演
「ねぷたの歴史と変遷」、講師＝
成田敏さん（元「弘前ねぷた本」
編さん委員長）／②特別対談「弘
前ねぷたと青森ねぶた」、参加
者＝三浦吞龍さん（ねぷた絵
師）、竹浪比呂央さん（ねぶた
作家）、櫻田宏さん（300年祭
実行委員会会長）
▼定員　120人（先着順）
▼観覧料　無料
▼申し込み方法　12月８日㈭
までに、ファクスまたは Eメ
ール（代表者氏名〈ふりがな〉・
住所・電話番号・申込人数・特
別対談で聞きたいことを記入）
で申し込みを。
■■問問弘前ねぷた 300年祭実行委
員会事務局（観光課内、☎40-
0236、■■ＦＦ 36-5306〈受付専
用 〉、 ■■ＥＥ hirosaki-neputa@
kyodo-ad.com）

　絵本を通して、
お子さんやお孫さ
んと楽しく遊びま
せんか。
▼とき　12月 11 日㈰、午後
１時30分～２時 30分
▼ところ　こども絵本の森おは

弘前ねぷたシンポジウム

こども絵本の森「パパと
じぃじとえほんあそび」

●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

けをして完成です。
▼ と き　12 月 11 日㈰・18
日㈰、午前 9 時 30 分～午後
0時 30分または午後 2時～ 5
時（２日間の参加が必要）
▼ところ　弘前大学（文京町）
教育学部美術制作室
▼対象　幼稚園・保育園児～中
学生＝各回12人程度（先着順）
※事前の申し込みが必要。午前
か午後を選択してください。
②木彫で動物をつくろう「木彫
ワークショップ」
　少し本格的な木彫に挑戦しま
す。彩色もできます。
▼とき　2月 4日㈯・11日㈯
㈷、午前10時～午後 4時 30
分（昼食を持参／２日間の参加
が必要）
▼ところ　弘前大学教育学部美
術教材室
▼対象　小学校 5年生～中学
生＝10人程度（先着順）
※事前の申し込みが必要。
～①・②共通事項～
▼講師　塚本悦雄さん（彫刻家）
▼参加料　500円
▼申し込み方法　
11 月 26 日㈯の正
午以降に、申し込み
フォーム（QRコード）で申し
込みを。
③作品展「アニマリア　テンペ
ラで描いた動物たち」
　タンパク質が豊富な卵の黄身
で顔料を溶くテンペラの技法
で、カラフルな動物たちを子ど
もたちが描きました。
▼とき　11 月 30 日㈬～ 12
月 5日㈪の午前 9時～午後 5
時（２日㈮・３日㈯は午後 9
時まで）
▼ところ　弘前れんが倉庫美術
館（吉野町）市民ギャラリー
▼観覧料　無料
■■問問アートワールドひろさき（出
〈いで〉さん、☎ 39-3383、
■■ＥＥ artworld@hirosaki-u.

なしコーナー（駅前町、ヒロロ
３階）
▼講師　髙嶋敬子さん（JPIC
読書アドバイザー）
▼対象　読み聞かせに関心があ
る男性と家族＝５組程度
▼参加料　無料
■■問問 11月 15日㈫から、こども
絵本の森（☎35-0155）へ。

▼とき　12月 26 日㈪、午前
10時～ 11時 30分
▼ところ　市民文化
交流館ホール（駅前
町、ヒロロ４階）
▼体験内容　マジッ
ク…謎解きを楽しむ理科算数マ
ジック／工作…影絵が動くスリ
ットアニメをつくろう、LED
が輝く虹の架け橋をつくろう
▼講師　野呂茂樹さん（板柳町
少年少女発明クラブ顧問）
▼対象　弘前市、黒石市、平川
市、藤崎町、板柳町、大鰐町、
田舎館村、西目屋村に在住の小
学校４年生～６年生＝20人
▼参加料　300円
▼申し込み方法　12 月２日
（金・当日消印有効）までに、
はがきまたは Eメール（郵便
番号・住所・参加者氏名〈ふり
がな〉・学年・年齢・保護者氏
名〈ふりがな〉・電話番号を記入）
で申し込みを。
※１回の応募で２人まで申し込
み可（必要事項をそれぞれ記入）
／応募者多数の場合は抽選を行
い、結果を 12 月 9 日㈮に通
知します／体験教室実施日の２
週間前から検温を（健康状態に
よっては参加をお断りします）。
■■問問津軽広域連合（科学工作＆マ
ジック体験係、〒036-8003、
駅前町 9の 20、ヒロロ 3階、
☎31-1201、■■ＥＥ rengou@tsu
garukoiki.jp）

科学工作＆マジック体験

　市内近郊の農家が、旬のり
んごや農産物・加工品を持ち
寄り、販売します。農家の皆さ
んとの会話を楽しみながら、旬
の味覚をお買い求めください。

りんご
トラック市
2022

▼とき　11 月 23 日㈬㈷
　　　　午前 10 時～午後 3 時
▼ところ　りんご公園（清水
富田字寺沢）第１駐車場
■■問問りんご公園（☎ 36-7439）
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