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時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　手作りコーナー／読み聞か
せ／パネルシアター／運動×リズム
あそびなど
▽対象　児童と保護者、市内保育関
係者
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市保育研究会研修委員会（真
土保育園内、鈴木さん、☎ 82・
5468）

津軽の名人・達人
ふれあいまつり
　生涯学習の指導者や地域の伝統文
化・技術などの技能者である「津軽
の名人・達人」が技能発表、作品の
展示・実演を披露します。
▽とき　８月 27 日・28 日の午前
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　ヨーガ体験、こぎん刺し体
験、折り紙製作体験、昔っこ語り、
マジック笑（ショー）ほか
■問津軽広域連合（☎31・1201）

藤田記念庭園８月のイベント

○青柳省吾チョキチョキシネマ切り
絵展
▽とき　８月 27日（土）までの午
前９時～午後５時（15 日・27 日
は午後８時半まで）
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀町）
和館
▽入園料　大人＝ 310 円、子供＝
100円
○切り絵展ワークショップ
▽とき　８月 27 日（土）、午後５
時半～８時半
▽ところ　洋館会議室
▽内容　青柳省吾さんによる切り絵
体験会
▽参加料　500円～ 1,500 円（体
験する切り絵により、料金が異なり
ます。入園料は無料）
■問藤田記念庭園（☎37・5525）

哲学音楽カフェ

　実際に演奏を聴き、お茶を飲みな
がらテーマを設けて語り合う新しい
コミュニケーションの場です。
▽とき　８月 28 日（日）、午後２

第２回藤代地区夏まつり

▽とき　８月27日（土）
　　　　午後２時～８時半
※雨天の場合は翌日に順延。
▽ところ　キャノンプレシジョン石
渡工場跡地（石渡３丁目）
▽内容　子どもねぷた運行、よさこ
い、佐々木真央ライブ、カラオケ、
はしご車・地震体験車の試乗会、露
店、野菜・果物販売など。
■問藤代地区活性化協議会（大瀬さん、
☎33・7500）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

ほいくプラザ

  普段から認可保育所や認定こども
園で行われている保育（あそび～ま
なび）を基本に６つのコーナーなど
を用意し、親子で一緒に楽しめる催
しです。たか丸くんも遊びに来ます
ので、ぜひおいでください。
▽とき　８月21日（日）、午前10

時～（開場は午後１時半）
▽ところ　スペースデネガ（上瓦ケ町）
▽演奏曲　「ヴァイオリンとピアノ
のためのソナタ」ほか
▽参加料　500 円（茶・菓子代と
して）
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学大学院地域社会研究科
（高橋さん、☎携帯 080・1674・
8911）

弥生いこいの広場の催し

【工作教室】
▽とき　９月４日（日）
　　　　午前10時～
※材料がなくなり次第終了。
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）
▽内容　動物の切り絵
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

ヒロロスクエアのイベント

　ヒロロスクエア（駅前町）で開催
します。
【子供の防災とサバイバルクッキン
グ～一人でできるもん～】
▽とき　９月10日（土）
　　　　午前10時～午後１時
▽ところ　３階健康ホール
▽内容　女性消防団による防災寸
劇、「おかず入りパンケーキ＆ポト
フ」を作ろう！ほか
▽対象　小学生＝20人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　汚れてもよい服装
【ヒロロパーティー～秋のダンス
ショータイム編～】
　初めて人前でダンスを踊る小さな
子どもから大人まで、世代を超えた
ダンス発表の場です。
▽とき　９月11日（日）
　　　　午後３時～６時
▽ところ　４階市民文化交流館ホール
▽観覧料　1,000円
【せのおしょうごさんと作ろう！】
　たか丸くんの生みの親せのおしょ

うごさん（デザインアクト取締役・
アートディレクター）を講師に迎え、
作る楽しさを体験できる講座を開催
します。
▽とき　９月 19 日（月・祝）、①
午前 10時半～正午／②午後２時～
４時
▽ところ　３階イベントスペース
▽内容　①「面白い」をつくってみ
よう／②人生をデザインしてみよう
▽対象　①小学校４年生～６年生＝
50人／②中学生以上＝50人
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■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時半～午後９時〉）

青森県産業技術センター
参観デー
　９月７日・８日の午前９時～午後
４時（８日は午後３時まで）に、参
観デーを開催します。
【農林総合研究所参観デー】
▽ところ　農林総合研究所（黒石市
田中）
▽内容　農作物の試食・販売、肥料・
農薬相談、農業資材展示、ドローン
飛行実演・操縦体験など
■問農林総合研究所水稲品種開発部
（前田さん、☎52・4346）
【りんご研究所参観デー】
▽ところ　りんご研究所（黒石市牡
丹平）
▽内容　りんごに関する研究成果の
資料展示、試験ほ場の公開、相談コー
ナー、講演会、試食販売など
※講演会は７日の午前 10時～ 11
時半、試食販売は 7日の午後１時
～ 2 時と 8 日の午前 10 時～ 11
時（なくなり次第終了）。７日はミ
スりんごが来ます。
■問りんご研究所（☎52・2331）

「女（ひと）と男（ひと）を
つなぐ～社会を変えるエン
パワーメント塾」

　女性と男性が生きやすい社会を作
るためにはどうすればよいのかを楽
しく学びます。

▽とき　９月 10日、午後１時～４
時／11日、午前 10時～午後３時
※全９回開講予定（来年５月まで）。
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）、ヒロロ（駅前町）
▽テーマ　第１回＝開校式＆これか
らの男女共同参画＆ワークショップ
※全体のスケジュールなどはホーム
ペ ー ジ（http://www.geocities.
jp/qyxgf017/）をご覧ください。
▽定員　20人（全９回に参加でき
る人、先着順）
▽受講料　2,000円（全９回受講分）
※事前の申し込みが必要。
■問青森県男女共同参画研究所（田
中 さ ん、 ☎ 携 帯 090・2606・
7018、■Ｆ 33・3476）

「りんごの１年物語」最終章

　りんごの花摘みから収穫まで一連
の農作業を体験してもらう企画の最
終章「りんごもぎ」です。参加者に
はりんごをプレゼントします。
▽とき　９月 11 日（日）、午前９
時～11時（雨天決行）
▽ところ　集合＝岩木庁舎（賀田１
丁目）正面玄関前／園地＝岩木山ろ
く（鼻和）
▽参加料　無料
▽持ち物　雨具、軍手、作業しやす
い服装
■問９月 10日までに、フルーツ合衆
国（岩木山観光協会内、福澤さん、
☎兼■Ｆ 82・2645、☎携帯 090・
8925・3266）へ。

あなたの街の整骨院・接骨院

▽とき　９月11日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース　　　　
▽内容　整骨院の先生と一緒に行う
ラクラク健康体操、痛みや体の相談、
簡単な検査とアドバイス、テーピン
グ指導
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問河西整骨院（村谷さん、☎ 36・
3474＜平日の午前9時～正午＞）

 イベント

▽申し込み方法　８月 18日から、電話か、ひろさき街歩きホームページ（http://machi-aruki.
sakura.ne.jp/）から申し込みを。

 津軽の手しごと「こぎん刺し」体験と
レトロ洋館散歩
　人気のこぎん刺し体験と明治・大正時代に建てられた
教会や洋館を巡ります。
▽とき　９月１日～30日、午後１時半～４時
▽コース　まちなか情報センター（集合）→土手町周辺
→一番町周辺→弘前教会→カトリック弘前教会→しまや
（こぎん刺し体験）
▽ガイド　弘前路地裏探偵団チーム
アパ・テ・ドラ
▽参加料　2,500円
▽定員　各回10人
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ご一緒に、
津軽のふだんを
ふかぐ、あさぐ。

津軽まちあるき 　住み慣れた弘前の街。たまにはゆっくり深く歩く「まちあるき」をし
てみませんか。今年の 9月はまちあるき月間。中南津軽地域の至るとこ
ろで「まちあるき」が行われます。今回は、中でも、市内で 9月に行わ
れる2つのコースを紹介します。
■問津軽まちあるき観光推進実行委員会（弘前観光コンベンション協会内）
（☎35・3131）

「まちの記憶」歩くヒストリーピン
～弘前城下のグランドデザインを探る～
　古地図や古写真を片手に現代の街並みに残る「歴
史の痕跡」を探索します。
▽とき　９月３日（土）、午前９時半～正午
▽コース　市立観光館（集合）→新寺町周辺→禅林
街周辺→新町坂→藤田記念庭園（解散）
▽ガイド　弘前路地裏探偵団
▽参加料　1,500円
▽定員　15人（先着順）


