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浦、☎ 82-2902、火曜日は休
み）

ラウンジのひととき

▼とき　８月22日（土）
　　　　午後２時～３時
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼内容　岩木山撮影記
▼出演者　菊池敏さん（写真家）
▼定員　30人（先着順）
▼入場料　無料
▼申し込み方法　電話または郷
土文学館カウンター（下白銀町）
で申し込みを。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

インスタ映えばっちり！「古
津軽（こつがる）のスマホ旅」

　古くから
受け継がれ
てきた食や
文化などの
古津軽コン
テンツを、
プロカメラマンと写真を撮影し
ながら巡ります。撮影後は「津
軽あかつきの会」の郷土料理を
食べながら、昔語りなどにより
古津軽の世界をご案内します。
▼とき　９月５日（土）、午前
10 時（弘南鉄道石川駅集合）
～午後２時　
▼ところ　石川八幡宮（鳥居の
鬼コ）、大仏公園、祥風園（食事・
懇談）
▼同行者　西川幸治さん（プロ
カメラマン）ほか
▼定員　県内在住者 20人（先
着順）
▼参加料　1,500 円（昼食代
として）
▼持ち物　カメラ（スマホ、一
眼レフなど何でも可）
※動きやすい服装・靴で参加を。
雨天の場合は雨具の用意を。

▼その他　できるだけ公共交通
機関を使ってお越しください。
▼申し込み方法　８月１日（土）
～ 20 日（木）に、電話か E
メール（氏名・住所・電話番号・
生年月日・性別を記入）で申し
込みを。
※詳しくは県ホームページで確
認を。
■■問問中南地域県民局
地域連携部（☎
32-2407、■■ＥＥ ch-
renkei@pref.
aomori.lg.jp、■■ＨＨ https://
www.pref.aomori.lg.jp/
soshiki/kenmin/ch-renkei/
kotsugaru.html）

あおもりの農山村
フォトコンテスト

　青森県の豊
かで美しい農
山村風景や生
活、文化など
の写真を応募
してみません
か。県内外問
わず誰でも応募できます。
▼部門・テーマ　農山村の風景
部門テーマ「輝き」／人々の暮
らし部門テーマ「希望」
※各部門の撮影場所は青森県内
に限ります。
▼応募方法　10月 31日（土・
当日消印有効）までに、応募票
に必要事項を記入の上、作品に
添付し郵送または Eメールで
応募を。応募票はチラシ、また
はホームページからもダウンロ
ードできます。
■■問問青森県土地改良事業団体連合
会総務企画部（島津さん、〒
030-0802、青森市本町２丁目
６ の 19、 ☎ 017-723-2401、
■■ＥＥ kikaku-photo@aodoren.
or.jp、■■ＨＨ http://www.aodoren.
or.jp/）

図書館４館スタンプラリー

　弘前図書館・岩木図書館・こ
ども絵本の森・相馬ライブラリ
ーをまわり、スタンプシールを
集めよう！４館全てのスタンプ
シールを集めてスタッフに見せ
ると、オリジナルブックカバー
をプレゼントします。
※スタンプラリーの台紙は各館
で配布します。
▼期間　８月１日（土）～ 31
日（月）（休館日を除く）
■■問問弘前図書館（下白銀町、☎
32-3794）／岩木図書館（賀
田１丁目、☎ 82-1651）／こ
ども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階、☎ 35-0155）／相馬ラ
イブラリー（五所字野沢、☎
84-2316）

藤田記念庭園の催し

【８月の夜間開園ライトアップ】
▼とき　８月 11 日（火）～
15日（土）・22日（土）の午
後５時～８時
▼ところ　洋館（藤田謙一資料
室）、高台部、低地部

【スマートグラス AR 体験＆お
抹茶セット】
　AR端末「スマートグラス」
で弘前公園の四季の映像を楽
しめます。体験後は抹茶で一
服。
▼とき　11月 23日（月・祝）
までの午前 10 時～午後４時
（随時受け付け）
▼ところ　和館
▼体験料　1,000 円（別途入
園料が必要）
～共通事項～
▼入園料　大人 320 円、子ど
も100円

■■問問藤田記念庭園（上白銀町、☎
37-5525）

ヒロロ映画まつり

　幅広い年代が一緒に楽しんで
鑑賞できる作品を上映します。
▼とき　８月 15日（土）・16
日（日）の①午前 11時～／②
午後１時～／③午後２時 10分
～／④午後３時10分～
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼上映作品
15 日…①「ダンボ」／②「お
しりたんてい」／③「ミッキー
マウス」／④「巴里のアメリカ
人」
16日…①「バンビ」／②「お
しりたんてい」／③「ドナルド
ダック」／④「雨に唄えば」
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。入退
場自由。

■■問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）

鳴海要記念陶房館の催し

【青い森の瑠璃 2020】
▼とき　８月 20 日（木）～
30日（日）の午前９時～午後
４時
▼ 内 容　 間 山 ふ み こ さ ん
（GLASS 25th MOON）出展
のガラスの器やアクセサリーの
展示・販売
▼入場料　無料

【電動ロクロ体験】
▼とき　８月 21日（金）・22
日（土）の午前 10時～午後３
時（所要時間約 45分、予約優
先）
▼体験料　1,600 円（飲み物
付き）
■■問問鳴海要記念陶房館（賀田字大
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316
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※変更となる場合があります。
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和
２年度弘前ねぷたまつり合同運行および、なぬか
びおくりは中止となりましたが、ねぷたまつり本
来の目的である無病息災を願い、伝統文化の継承・
振興を目的とした企画を実施しています。
①城下の美風
　大正～昭和期まで軒
先などで飾っていた手
持ちねぷた装飾を、商
店街などで再現します。
▼期間　８月31日（月）
まで
▼設置場所　市役所本庁舎、JR弘前駅自由通路、
市内観光施設、市内商店街など
②おうちで弘前ねぷた
　自宅で手軽に作成できるペーパークラフトや塗
り絵のデータを、弘前観光コンベンション協会

ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.
hirosaki-kanko.
or.jp/web/index.
html）で配信して
います。また、市内
の観光施設でも用紙を配布中です。
③弘前ねぷたフォトコンテスト
　手持ちねぷた装飾やペーパークラフト制作風
景、過去のねぷたまつりの写真を用いたフォトコ
ンテストを実施しています。詳しくは、弘前ねぷ
たまつり【公式】のTwitter、または Instagram
をご確認ください。
▼期間　８月21日（金）まで
■問 い 合 わ せ 先　①・③…観光課（☎ 35-
1128）／②…弘前観光コンベンション協会（☎
35-3131）

弘前ねぷた伝統文化の継承・振興


