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おたのしみおはなし会

▼と き　４月
４日・18日の
午 前 11 時 ～
11時 30分 ／
11 日・25 日
の午後２時～
２時30分（いずれも土曜日）
※今年度から第２・４土曜日の
時間が変更になりました。
▼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　「春・ぽかぽか」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～小学校
低学年までの児童。
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

こどもの森４月の行事

【月例登山「春の久渡寺山登山」】
▼とき　４月 19 日（日）、午
前９時 30分～午後２時 30分
（雨天決行）
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、昼食、タオ
ル、替えの下着・靴下、雨具、
防寒着
※事前の申し込みが必要。

【春の生物展】
▼とき　４月 19日～５月６日
の午前８時 30 分～午後４時
30分
▼入場料　無料

▼ところ　岩木文化センターあ
そべーる（賀田１丁目）
▼内容　美術展示、ピアノやジ
ャズバンド演奏、合唱など
▼入場料　無料
■■問問アートフェスティバル実行委
員 会（ 櫻 庭 さ ん、 ☎ 090-
2959-4102）

裁判所見学ツアー

▼とき　５月 14 日（木）、午
後１時 20分～４時（受け付け
は１時～）
▼ところ　青森地方・家庭裁判
所（青森市長島１丁目）
※現地集合・解散。
▼内容　庁舎見学、資料展示、
裁判官などの職種や仕事につい
ての紹介など
▼定員　30人（先着順）
▼参加料　無料
■■問問４月 15 日の午前９時から、
青森地方裁判所事務局総務課庶
務係（☎017-722-5421）へ。

リニューアルした「弘前⇔
十和田湖周遊観光バス」に
乗ろう！

【弘前⇔十和田湖号】
▼運行日　４月 23日～ 10月
31日の毎週土・日曜日、祝日
※さくらまつり期間中は毎日運
行。
▼コース（例）　①弘前バスタ
ーミナル発～津軽伝承工芸館
（４月～６月）～城ヶ倉大橋（車
窓見学）～焼山（奥入瀬渓流館
付近）～子ノ口～休屋着、②子
ノ口発～休屋～小坂町（小坂鉱
山事務所など）～道の駅いかり
がせき～ JR 大鰐温泉駅～ JR
弘前駅城東口着。　
▼料金　片道＝ 3,000 円、往
復＝5,000円

【美術館号】
▼運行日　５月～ 10月の毎月

最終土・日曜日
▼コース　①弘前⇔十和田市現
代美術館、②十和田市役所向か
い「カリヨン」前⇔弘前れんが
倉庫美術館
▼料金　片道＝ 4,000 円、往
復＝6,500円
～共通事項～
▼最少催行人数　２人
※乗車日の１カ月前から７日前
までに予約が必要（運行が決定
している日程については当日申
し込み可）。
※学生・団体（10人以上）対象
の往復割引あり。コースや料金
の詳細は、津軽なびホームペー
ジ（http://www.tsugarunavi.
jp/shuttlebus/index.html）で
確認するか問い合わせを。
■■問問 弘南バスツアー受付（☎
38-2255）

鳴海要記念陶房館の催し

【岩木かちゃらず会こぎん刺し
体験・小物販売】
▼とき　毎月第２・４日曜日の
午前 10時～午後３時（体験受
け付けは２時30分まで）
▼体験料　250円～
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
浦 、☎ 82-2902、火曜日は
休み）

しゅわさろん

　手話に興味のある人、聴覚に
障がいを持つ人などが集まり交
流する場です。手話を使ったゲ
ームやグループトークをとおし
て手話を覚えましょう。手話初
心者大歓迎です。
▼とき　毎月第４土曜日（３月
のみ第３土曜日）の午後２時～
４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室
▼参加料　無料

■■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）

弘前工芸舎企画展「春の舎」

　暮らしを豊かに彩る家具や器
を展示します。
▼とき　４月２日～９日の午前
10時～午後４時（９日は 3時
まで）
▼ところ　藤田記念庭園考古館
（上白銀町）２階ギャラリース
ペース
▼入場料　無料
■■問問産業育成課（☎32-8106）

アートフェスティバル 
IN HIROSAKI
～心結ぶこの時～

▼とき　４月 25日（土）・26
日（日）の午後１時～
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※事前の申し込みは不要。
■■問問しゅわさろん実行委員会（神
さん、☎兼■■ＦＦ 34-1850）

　文武両道を求められた江戸時代の武士たち。なか
でも藩主は当然の素養として書画をたしなみまし
た。本企画展では、弘前藩の歴代藩主たちが自ら筆
を執った書画などを紹介します。
▼とき　４月３日～７月 12日の午前９時 30分～
午後４時30分
▼観覧料　一般＝300（220）円、高校・大学生
＝150（110）円、小・中学生＝100（50）円
※（　）内は20人以上の団体料金／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／市立博
物館との共通券もあります。詳しくは問い合わせを。
▼休館日　毎月第３月曜日（４月20日、５月18日、
６月 15日）
■■問問高岡の森弘前藩歴史館（高岡字獅子沢、☎ 83-
3110） 津軽信寿筆「昇降龍図」

企画展「お殿様たちの書画」
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■■…一般投影を午後１時 30
分～、午後３時～の２回投影
■■…一般投影を午前 10 時
30分～、午後１時30分～、
午後３時～の３回投影
■■…わくわく☆こどもプラ
ネを午前 10時 30 分～の１
回、一般投影を午後１時 30
分～、午後３時～の２回投影
■■…休み
★投影プログラム

【一般投影／ 45 分間】
▼テーマ　春の星座と太陽系
の星ぼし
▼観覧料　一般＝250円／
小・中学生、高校生＝120円
※障がい者、65歳以上の市
民、市内の小・中学生や留学
生、ひろさき多子家族応援パ
スポートを持参の人は無料。
年齢や住所を確認できるもの
の提示を。

【わくわく☆こどもプラネ／
30 分間】
▼テーマ　北斗七星と春の星
座
▼観覧料　無料
■■問問中央公民館（☎33-6561、
火曜日は休み）


