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駒っこランドからのお知らせ

●駒っこランドクリスマスウィーク
　「ハズレなしのサンタくじ」（駒っこ牧場）や、「ミ
ニサンタをさがそう！」（称徳館）を開催します。
とき　12 月 16 日㈰～ 25 日㈫　※ 17 日㈪は休苑日
◆ 16 日㈰は「クリスマス会」でケーキをプレゼント
　します（先着 100 人、中学生以下対象）。
●クリスマスフラワーアレンジメント
　素敵なクリスマストピアリー（樹木などで作る造形
物）を作ります。
とき　12 月 22 日㈯　午前 10 時～正午
ところ　称徳館
定員　10 人（先着順）
費用　1,500 円（材料費）
講師　豊川 智美さん
●臨時開苑のお知らせ
とき　12 月 25 日㈫
●年末年始休苑のお知らせ
とき　12 月 28 日㈮～平成 31 年１月３日㈭
●交流館軽食コーナー冬期営業日のお知らせ
　12 月～３月は日曜日、祝日のみの営業となります。
営業時間　午前 11 時～午後２時

問馬事公苑称徳館☎㉖ 2100
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現代美術館からのお知らせ

●ミニコンサート「オープンミュージックスクエア」
　第６回目となる今回は、北里大学ギター部の演奏を
お届けします。アートな空間でほっとひと息つきなが
ら、フレッシュなギターの音色をお楽しみください。
とき　12 月 15 日㈯　午前 11 時 30 分～正午
ところ　休憩スペース
● 12 月９日㈰は現代美術館常設展示市民無料デー
　マイナンバーカード、免許証や保険証など住所が分
かるものを受付に提示してください。
●年末年始休館日のお知らせ
とき　12 月 25 日㈫～平成 31 年１月１日㈫

問現代美術館☎⑳ 1127

冬休み子どもみなみ体験塾参加者募集

①かわいい動物のちぎりパン作り
とき　12 月 26 日㈬　午前 10 時～正午
　　　（受付　午前９時 30 分～）
対象　市内の小学４～６年生
定員　12 人（先着順）　費用　500円（材料費）
②キャラクターのキャンドル作り
とき　12 月 27 日㈭　午前 10 時～正午
　　　（受付　午前９時 30 分～）
対象　市内の小学３～６年生
定員　20 人（先着順）　費用　800円（材料費）
③習字教室
とき　平成 31 年１月 10 日㈭　午後１時 30 分～３時 30 分
　　　（受付　午後１時 10 分～）
対象　市内の小学３～６年生
定員　24 人（先着順）　
④算数の泉
とき　平成 31 年１月 26 日㈯　午前 10 時～正午
　　　（受付　午前９時 30 分～）
対象　市内の小学１～６年生
◆いずれも
ところ　南コミュニティセンター
申込期間　①② 12 月５日㈬～ 17 日㈪
　　　　　③④ 12 月 12 日㈬～ 25 日㈫

問スポーツ・生涯学習課☎72 2318
「第８回子どもビブリオバトル」
発表者・参観者募集
　発表者がお気に入りの本を紹介し合い、参観者全員
で「どの本が１番読みたくなったか」を投票し、最多
票を集めた『チャンプ本』を決めるイベントです。
とき　12 月 25 日㈫　午前 10 時 30分～正午
ところ　市民図書館
◆発表者
　▶対象　市内の小学４～６年生
　▶定員　10 人（先着順）
　▶申し込み方法　紹介したい本を１冊決めて、12　
　　月３日㈪～ 14 日㈮に申し込みください。
※発表者全員に参加賞を差し上げます。
◆参観者
　どなたでも参加できます。申し込みは不要です。

問市民図書館☎㉓ 7808

正午

円（材料費）

市民初心者スキー教室参加者募集

とき　平成 31 年１月 11 日㈮～ 13 日㈰（３日間）
ところ　▶十和田湖温泉スキー場 (11、12 日）
　　　　▶八幡平リゾートスキー場（13 日）
対象　①小学３年～中学生②高校生以上
定員　① 40 人② 10 人
参加料　① 8,000 円② 11,000 円
　　（リフト代込み）
持ち物　スキー用具一式
申し込み方法　午前９時～午後８時の間に、参加料を
　持参の上、申し込みください（日曜日、祝日は午後
　４時まで）。
申込期限　12 月 19 日㈬
※積雪状況・申し込み状況などにより、中止になる場
　合があります。

問市総合体育センター☎㉕ 5555

冬休み学習支援教室参加者募集
問市シルバー人材センター☎㉕ 0222

　学習と工作・料理などの体験学習をします。
とき　平成 31 年１月８日㈫～ 11 日㈮
　　　午前９時～正午
ところ　市勤労青少年ホーム
対象　小学１～３年生
定員　各学年７人程度（先着順）
費用　500円（教材費など）
持ち物　米１合
申込期限　12 月 26 日㈬

ジュニアオーケストラ十和田第 16 回
定期演奏会 問スポーツ・生涯学習課☎72 2313

とき　12月23日㈰　午後２時開演（午後１時30分開場）
ところ　市民文化センター
演奏曲目　「オペラ座の怪人」セレクト、
　シェエラザード第４楽章、フィンラン
　ディア、ハリーポッターほか
指揮　福田 守
◆弦楽器体験コーナーもあります。

正午

中央病院「クリスマスコンサート」
問中央病院業務課☎㉓ 5121

とき　12 月 18 日㈫　午後７時開演
　　　　　　　　　 （午後６時 30 分開場）
ところ　中央病院１階エントランスホール
ゲスト　シンガーソングライター
　　　　桜田 マコトさん

上

間に 参加料を 0時～正午

十和田市中心商店街ウォームシェア
スポットラリー

問十和田市中央商店街振興組合☎㉕ 6885

　十和田市中心商店街の暖かく過ごせる「ウォーム
シェアスポット」（お店や施設など）で、暖かさを分
かち合いませんか？スポットを利用しスタンプを集め
ると、抽選で参加店共通お買物券が当たります。
とき　12 月１日㈯～平成 31 年２月３日㈰
ところ　中央商店街、その周辺の店舗・施設など
参加方法　各店舗・施設に設置している応募用紙に必
　要事項を記入の上、応募ください。
※詳しくは、県ホームページで「商
　店街ウォーム」と検索し、ご確認
　ください。

米粉クリスマスケーキ講習会
問とわだ米粉普及協議会・豊川☎㉓ 6674

とき　12 月 23 日㈰　午前 10 時～正午
ところ　沢田悠学館
対象　中学生以上（保護者同伴であれば小学生以下の
　　　参加も可）
定員　20 人（先着順）
費用　２千円（材料費など）
持ち物　エプロン、三角巾、電動ハンドミキサー
申込期限　12 月 16 日㈰
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