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（上鞘師町）
▽入場券（前売のみ）　7,000 円
▽入場券取扱所　ホテルニュー
キャッスル、TEKUTEKU編集部、
白神の魚提供店
■問白神の魚普及実行委員会事務局
（TEKUTEKU 編集部内、☎ 31・
2136）

津軽焼陶人会展Vol.22

　

　弘前市、板柳町の津軽焼窯元６軒
で構成する津軽焼陶人会の展示・販
売会です。地元の原料にこだわった
伝統的な焼き物や現代的な作品をぜ
ひご覧ください。
▽とき　３月１日～ 10 日の午前
10時～午後４時
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
考古館２階ギャラリースペース
▽入場料　無料
■問ひろの窯（野呂さん、☎ 87・
0211）

平成30年度岩木健康増進
プロジェクト結果報告会
▽とき　３月２日（土）、午前９時
30分～午後０時 30分（受け付け
は午前９時10分～）
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）２階大ホール
▽内容　岩木健康増進プロジェクト
健診の結果、健康のレベルアップに
役立つ最新情報や実践例など
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学大学院医学研究科社会医
学講座（☎ 39・5041）／健康づ
くり推進課（☎37・3750）

みんなで輝いて生きるために
～自殺予防の情報交換会～
【私たちにできるサポートは、なん
だと思いますか】
▽とき　３月２日（土）、午後１時
30分～４時

▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）２階大会議室
▽講師　つがる市精神保健福祉ボラ
ンティア「エールの会」
▽参加料　無料
▽申し込み方法　ファクスか E
メール（氏名・電話番号を記入）
で青森いのちのネットワーク事務
局（ 葛 西 さ ん、 ■Ｆ 0173・42・
4373、 ■Ｅ h-kasai@d6.dion.
ne.jp）へ。
■問青森いのちのネットワーク事務局
（鳴海さん、☎53・9616）

えほんのもりのおはなしかい

▽とき　３月３日（日）
　　　　午前10時 30分～ 11時
▽ところ　こども絵本の森（駅前町、
ヒロロ３階）おはなしコーナー
▽内容　絵本の読み聞かせ、手遊び
など
▽対象　３歳までの乳幼児と保護者
※事前の申し込みは不要。ブックス
タートパックは引換券到着日から１
歳の誕生日月末まで、こども絵本の
森、弘前図書館（下白銀町）、岩木
図書館（賀田１丁目）、相馬ライブ
ラリー（五所字野沢）で引き換えが
できます。
■問こども絵本の森（☎35・0155）

こどもの森３月の催し
◎自然教室『雪であそぼう！』
▽とき　３月３日（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）
▽参加料　無料
※小学生未満は保護者同伴。事前の
申し込みが必要。
▽持ち物　飲み物、替えの下着・靴
下、雨具、防寒着
▽冬季開館日　土・日曜日、祝日と

子どもたちのひろさき歴史
学習作品展
▽日程など　2 月 15 日～ 20 日、
午前９時～午後９時＝イオンタウン
弘前樋の口／ 2月 22 日～ 27 日、
午前９時～午後９時＝ヒロロスクエ
ア（駅前町、ヒロロ３階）
▽内容　致遠・小友・三和・裾野・
堀越小学校の児童が各学区にある文
化財などを調査し、その成果をまと
めた作品の展示
▽観覧料　無料
■問文化財課（☎82・1642）

第６回大漁食堂

　ホテルシェフが織りなすさまざま
な「白神の魚」料理をお楽しみくだ
さい。
▽とき　２月 26 日（火）、午後６
時30分～９時（開場は午後6時）
▽ところ　ホテルニューキャッスル

 イベント
 

２
月
の
催
し

★観察会　スーパームーン観察
会
▽とき　２月 20日（水）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時 30分）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休み）

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

▲昨年度の展示の様子
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※③上映後、監督・酒井充子さんに
よるシネマトークを実施。
▽ところ　スペースデネガ（上瓦ケ
町）
▽観覧料　前売り＝ 1,000 円（１
回券）、2,500 円（３回券）／ 当
日＝ 1,200 円（１回券）、学生＝
500円（１回券）
※１作品ごとに１回券が１枚必要。
▽チケット取扱所　中三弘前店、ま
ちなか情報センター、弘大生協、コ
トリ cafe（百石町展示館内）
■問 harappa 事 務 局（ ☎ 31・
0195〈平日の午前９時～午後５時
30分〉）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

地域未来創生センター
フォーラム
【東日本大震災からの復興を考える
－レジリエンス社会を作るために地
域大学が担うべき役割とは－】
▽とき　３月10日（日）
　　　　午後２時～５時
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　基調講演、講演、パネルディ
スカッションなど
▽講師　ジェニファー・ホーニーさ
ん（デラウェア大学〈米国〉教授）、
葉山茂さん（国立歴史民俗博物館研
究部特任助教）
▽対象　100人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部地域未来
創生センター（☎ 39・3198〈平
日の午前10時 15分～午後５時〉）

▽とき　３月３日（日）
　　　　午後１時～（開場は午後０時30分）
▽ところ　岩木文化センターあそべーる（賀田１丁目）
▽内容・出演　右表のとおり
▽入場料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問岩木文化協会（長谷川さん、☎携帯 090・4638・
4322）

小・中学校の春休み期間 
■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）

岩木文化センター自主事業
「昭和のうたコンサート」
　北海道歌旅座が贈る、全国で大
人気の演目「昭和の流行歌」を独
自にアレンジし、視覚効果も存分
に生かした、ヒットパレードショー
です。
▽とき　３月４日（月）、午後２時
～（開場は午後１時30分）
▽ところ　岩木文化センターあそ
べーる（賀田１丁目）ホール
▽入場料　500円
▽入場券取扱所　中央公民館岩木
館、さくら野百貨店弘前店、まちな
か情報センター
■問 中央公民館岩木館（☎ 82・
3214）

精神対話士の「対話カフェ」

　病気や生活、仕事、人生に関する
悩みなど、なんでも話せる場です。
精神対話士が一歩先の解決に向けて
一緒に考えます。
▽とき　３月８日～ 10 日の午前
10時～午後２時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１（９日は多世代交流室
B）
▽相談料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問メンタルケア協会青森事務所
（寺山さん、☎携帯 090・7793・
8595）

ヒロロスクエアのイベント

【津軽の文化祭～ひろさき和菓子物
語・魅力再発見～】
　「和菓子」をテーマとしたイベン
トです。
▽とき　３月９日（土）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　講演「和菓子のまち弘前～
和菓子で描く弘前の四季～」＝午前
11時～正午、野点（お茶会）＝午
前10時～午後３時30分、展示
▽講師　清水典子さん（『弘前の和
菓子』著者）
▽定員（野点のみ） 　100 人（先
着順）
▽参加料　無料（野点体験は１回
300円）
※事前の申し込みは不要。 
■問ヒロロスクエア賑わい創出委員
会事務局（市民文化交流館内、☎
35・0154〈午前８時 30分～午後
９時〉）

harappa 映画館
「ドキュメンタリー最前線2019」
　津軽三味線の巨星・高橋竹山や現
代アメリカの縮図とも言える巨大ス
タジアム、日本文化が残る台湾の地
方都市などを題材とした近年話題の
３作品を弘前で初上映します。
▽日程　3 月 9 日（土）、①午前
10時 30 分～＝「津軽のカマリ」、
②午後１時 30分～＝「ザ・ビッグ
ハウス」、③午後４時15分～＝「台
湾萬歳」

♪オープニング　みんなで歌おう
岩木コーラス、あそべーる歌の会、長谷川健 Swing Hat Jazz 
Orchestra による「青い山脈」

♪第一部…岩木コーラス（歌謡）／長谷川健 Swing Hat Jazz 
Orchestra（バンド演奏）／相馬まどかさん（歌謡）／あそべー
る歌の会（歌謡）／岩木手踊り会（手踊り）／西川菊静会（新舞踊）
／工藤正志＆ヒップスバンド（バンド演奏）／弘前相撲甚句愛好会
（相撲甚句）／岩木芸能愛好会（歌謡）／弘前櫻会（よさこいソーラン）
♪第二部…北野好美さん（演歌歌手）・本間あかねさん（演歌歌手）
による歌謡ショー　友情出演…若林勝夫さん、山口秀光さん


