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▲金ぱく押し作業の様子

 

　   暮らしの
nformation

●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

 

時～７時 30分）／ 9月 23日、午
前 10時～午後 4時（パレードは午
後２時～３時30分）
▽ところ　メイン会場…青森港新中
央埠頭／パレードコース…柳町通り
→新町通り→アスパム通り
■問青森市経済部観光課（☎青森
017・734・5179、 ■Ｈ http://
aomori10shi.jp）

弘前市生きがいセンター作品展

▽とき　９月 26日～ 28日、午前
10時～午後５時（初日は正午から、
最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階美術展示室
▽内容　「生きがい教室」（クレヨン
画・書道）の受講者および「サーク
ル活動」（絵手紙・折り紙など）参
加者の作品展示
■問弘前市生きがいセンター（☎
38・0848、月曜日と祝日の翌日
は休み）

横笛の祭典

【第３回全日本横笛コンクール本選
観覧者募集】
▽とき　９月22日（土）
　　　　午後２時～
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽入場料　1,000 円（小学生以上）
【ギネス記録も持つ !! 津軽の笛が大
集合！第６回津軽笛博覧会】
○囃子（はやし）講座
▽日程と内容　９月 23 日（日）、
①いい音を出すテクニック＝午後
１時～／②初心者が笛を簡単にな
らすための指導法！ねぷた笛指導
法講座＝午後２時 50分～／③弘前
ねぷた休みばやし＝午後１時～／
④お山参詣登山ばやし＝午後２時
50分～
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）、①②＝和館、③④＝茶室
▽定員　各講座30人
▽参加料　無料（入園料〈高校生以
上＝310円、小・中学生＝100円〉
は必要）
※事前の申し込みが必要。

○お月見コンサート
▽とき　９月23日（日）
　　　　午後５時30分～
▽ところ　藤田記念庭園和館前
▽内容　登山ばやし、江戸ばやしな
ど
▽入場料　無料（ただしプレミアム
シートのみ500円が必要）
■問津軽笛地域づくり実行委員会（喫
茶れもん内、☎ 33・9359、■Ｈ
http://tsugarubue.jp/）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

鳴海要記念陶房館の催し

◎毎日を古布で愉しむ二人展
▽とき　9 月 27日～ 10月 1日の
午前 9時～午後 4時（最終日は午
後3時まで）
▽ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
▽内容　古布で作った服、バック、
小物の展示・販売
▽観覧料　無料
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

harappa 映画館
「せつない。だけど、いとしい」
　近年話題の洋画３作品を上映しま
す。
▽日程　９月 29 日（土）、①午前
10時 30 分～＝『希望のかなた』、
②午後１時 30分～＝『婚約者の友
人』、③午後４時～＝『パターソン』
▽ところ　中三弘前店（土手町）8
階スペースアストロ
▽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、紀
伊國屋書店弘前店、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６時〉）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

しゅわさろん

　手話を使ってゲームやおしゃべり
をしてみませんか。手話に興味のあ
る人、手話が分からない人もぜひお
いでください。
▽とき　9月 22 日、10 月 27 日、
11 月 17 日、12 月 8 日の午後３
時～５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
▽内容　手話を使ったゲーム、グ
ループトーク
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問福祉政策課（☎ 40・7036、■Ｆ
32・1166）

あおもり 10 市大祭典
in AOMORI
　県内 10市の祭り・踊り・グルメ
が今年は青森市に大集合！当市から
は約８mの折りたたみ式大型ねぷ
たが出陣予定です。
▽とき　９月 22日、午前 10時～
午後７時 30分（パレードは午後６

子育てパパママ楽習会

　「仕事も子育ても大切にしたいパ
パママに贈る！両立の秘訣」をテー
マに、子育ての考え方を学びます。
【基本的な考え方編】
▽とき　９月29日（土）、午前10
時 30 分～正午（受け付けは午前
10時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽参加料　無料
▽定員　60人
【実生活での実践編】
▽とき　９月 29 日（土）、午後１
時 30分～３時 30分（受け付けは
午後１時～）
▽ところ　ヒロロ３階多世代交流室
２
▽参加料　2,000 円（２人で参加
の場合は、１組3,000円）
▽定員　28人
～共通事項～
▽ 講 師　 木 村 宣 貴 さ ん（M&F 
Relations 代表）
▽申し込み方法　Ｅメール（氏名・
参加者数・子どもの年齢・希望の部
を記入）で申し込みを。
▽その他　子どもと一緒の参加も可
（無料の託児も利用できます〈定員
はそれぞれ先着15人〉）
※託児を希望する場合、子どもの広
場（☎35・0156）へ申し込みを。
■問子育てパパママ楽習会運営委員会
（須藤さん、☎携帯 090・9742・
6354、■Ｅ kosodate.c.hirosaki@
gmail.com）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システム採択事業。

DOG FES IWAKI 2018

　犬と暮らすためのマナーやルール
を学びながら、思いきり遊べます。
▽とき　９月 30 日（日）、午前９
時 30分～午後３時 30分（荒天中
止）
▽ところ　岩木青少年スポーツセン
ター（常盤野字湯段萢）第一多目的
広場
▽内容　①遊び方・グルーミング・

写真テクニック・ドッグスポーツの
ワークショップ／②愛犬と楽しむ
ゲーム／③初級ベストパートナーズ
認定試験／④小型～大型犬初心者用
ドッグラン／⑤初心者向けドッグス
ポーツ体験／⑥災害時に必要なしつ
け講習会／⑦ペットグッズ・飲食
ブース　など　
▽参加料　①～④＝ 500 円、⑤⑥
＝無料
▽申し込み方法　ホームページから
申し込みを。
※募集人数に満たない場合、当日も
受け付けます。
▽その他　犬の健康状態などによっ
ては入場をお断りする場合がありま
す。また、登録証（鑑札）や狂犬病
予防などの予防接種証明書の提示を
お願いする場合がありますので持参
してください。
■問 DOG FES IWAKI 実 行 委 員
会（宮川さん、☎ 55・8540、■Ｅ
info@wonup-tsugaru.com、 ■Ｈ
https://dogfes-iwaki.com/）
※平成 30年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

ヒロロスクエアのイベント

【親子で一緒に英語でハロウィン体
験】
　英語を使って外国人の先生たちと
楽しくハロウィン体験ができます。
▽とき　10 月 4日（木）、午前 10
時 30分～ 11時 30分
▽ところ　ヒロロ（駅前町）3階イ

ベントスペース
▽対象　1歳～未就学児とその保護
者＝25組（先着順）
▽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 30 分～午
後 9時）

星空観察会 in プラネ

【～はじめての星空観察～流れ星を
さがそう！】
▽とき　10 月 6 日（土）、午後 6
時～ 8時（受け付けは午後5時 30
分～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）3階プラネタリウム
▽内容　初心者向けとして、今の時
期に見える星座について説明した
後、屋外で星空観察を行います（雨
天時は屋内で別メニューを実施）
▽講師　髙木優さん（みちのく天文
同好会）
▽対象　市民＝40人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽持ち物　防寒具
▽申し込み方法　10月5日までに、
電話かファクスまたはＥメール（住
所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、■Ｅ chuuoukou@city.
hirosaki.lg.jp、火曜日は休み）

 イベント

◎短歌を作ろう
▽とき　10月 13日（土）、午後
１時30分～４時 30分
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階会議室
▽内容　短歌の作り方
▽講師　ＮＨＫ学園短歌講師、運
河の会代表
▽対象　中学生以上＝15人
▽参加料　無料
▽その他　昨年の参加者は自作短
歌を１首持参してください。当日
添削指導します。
※事前の申し込みが必要。
■問弘前図書館（☎32・3794）

弘前図書館 10月の
催し

　弘前市の工芸品「津軽焼」の窯元による特別企画展を開催します。津軽焼
の代表的な釉薬（ゆうやく）であるなまこ釉（ゆう）が使われた普段使いの
器や花器など、独特な色合いが醸し出された作品を多数展示・販売しますの
で、ぜひご来場ください。
▽とき　９月19日～ 10月１日、午前10時～午後４時
▽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
■問商工政策課物産振興担当（☎35・1135）

まちなかクラフト村

「津軽千代造窯
 窯元展」


