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広報ひろさきに掲載した
各種催しについて

　広報ひろさきに掲載した各
種催しや教室などは、新型コ
ロナウイルスの感染予防と拡
大防止の観点から、中止や内
容が変更となる場合がありま
すので、ご了承ください。詳
しくは市ホームページまたは
各問い合わせ先で確認を。
　また、催しなどに参加する
際は、マスクを着用するなど、
感染症対策へのご協力をお願
いします。
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 イベント
弥生いこいの広場「よりど
りみどり選手権 2020」

　鳥類総選挙 2020 を開催し
ます。お気に入りの鳥に投票し
てください。専用用紙での投票
者には抽選でオリジナルグッズ
が当たります。
▼投票方法　弥生いこいの広場

（百沢字東岩木山）にある専用
用紙に記入か SNS での投票
▼投票締切　９月 13 日（日）
▼参加料　無料
■■問問 弥生いこいの広場（☎ 96-
2117）

弘前工芸舎
メインテーブル企画展

【宮腰清次郎うるし展】
▼とき　９月２日（水）～ 16

日（水）、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
▼内容　宮腰清次郎さんによる
津軽塗のアクセサリーや箸など
の展示・販売
▼入場料　無料
■■問問産業育成課（☎ 32-8106）

瑞楽園で聴く
「つがるのむかしっこ」

　国指定名勝瑞楽園を眺めなが
ら、昔話に耳を傾けませんか。
▼とき　9 月 12 日（土）
　　　　午前 11 時～正午
▼ところ　瑞楽園（宮舘字宮舘
沢）
▼出演　和の昔っこ
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問三浦造園（☎ 95-2246）

高岡の森弘前藩歴史館の催し

【第 1 回ロビーコンサート】
▼とき　９月 19 日（土）
　　　　午後２時～３時
▼内容　声優集団「津軽カタリ
スト」によるドラマリーディン
グ「つがるのものがたり」
※ YouTube でのライブ配信も
実施。QR コードの
リンク先でご覧くだ
さい（通信料は自己
負担です）。
▼定員　20 人（先着順）
▼参加料　無料（ただし歴史館
の観覧料が必要）
※事前の申し込みが必要。

▼観覧料　一般＝ 300 円、高
校・大学生＝ 150 円、小・中
学生＝ 100 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。

【「弘前藩に伝わる古武道」in
高岡の森弘前藩歴史館】
▼とき　９月 20 日（日）
　　　　午前 10 時～ 11 時
▼内容　弘前藩に伝わる古武道
五流派（卜傳流剣術、當田流剣
術、小野派一刀流、當田流棒術、
弘前藩伝林崎新夢想流居合）に
よる演武（中学生演武者含む）
▼参加料　無料（雨天時等で館
内で行う際には歴史館観覧料が
必要）
※事前の申し込みは不要。
～共通事項～
▼ところ　高岡の森弘前藩歴史
館（高岡字獅子沢）
▼駐車場　高照神社境内駐車場
をご利用ください。
※マスクを着用してください。
■■問問 高岡の森弘前藩歴史館（☎
83-3110）

こどもの森９月の催し

【月例登山「イヌワシの道　キ
ノコ探索」】
▼とき　９月 13 日（日）、午
前９時 30 分～午後２時 30 分

（雨天決行）
▼持ち物　飲み物、昼食、替え
の下着・靴下、雨具
▼参加料　無料
※事前の申し込みが必要。

■■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）

弘前図書館の催し

【ビブリオバトル in 弘前図書館】
▼とき　９月 22 日（火・祝）、
午後１時 30 分～３時 30 分
▼内容　発表者が推薦する本の
魅力を順番に紹介し、観覧者に
よる質疑応答の後、参加者全員
の投票で「チャンプ本」を決め
るゲーム
▼定員　発表者＝５人、観覧者
＝ 25 人（各先着順）
▼申し込み開始　９月５日（土）

【バリアフリー映画会】
▼とき　10 月３日（土）、午
後１時 30 分～４時（開場は午
後１時～）
▼内容　映画「博士の愛した数
式」を目や耳の不自由な人も楽
しめる音声ガイドや字幕付きで
上映
▼定員　25 人（先着順）
▼申し込み開始　９月７日（月）
～共通事項～
▼ところ　弘前図書館（下白銀
町）２階視聴覚室
▼申し込み方法　弘前図書館カ
ウンターまたは電話かファクス
で申し込みを（ビブリオバトル
の申し込みの際は発表者、観覧
者どちらでの参加かお知らせく
ださい）。
■■問問 弘前図書館（☎ 32-3794、
■■ＦＦ 36-8360）

弘前城植物園９月の催し

【ボランティア募集】
▼とき　9 月 16 日（水）・17
日（木）の午前９時 30 分～
11 時 30 分
▼内容　花がら取り、清掃など
▼募集人数　10 人程度

※事前の申し込みが必要。
■■問問 市 み ど り の 協 会（ ☎ 33-
8733）

自然観察会
in 弥生スキー場跡地

　弥生の生き物や植物を観察し
てみませんか。日本ザリガニや
めずらしい昆虫がみられるかも
しれません。
▼とき　９月 26 日（土）
　　　　午前 10 時～正午
▼集合　弥生いこいの広場（百
沢字東岩木山）オートキャンプ
場
▼定員　20 人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、雨具（雨天
時）、汚れてもよい服装（長袖、
長ズボン）、長靴、帽子、タオル、
手袋、マスク
▼申し込み方法　９月 18 日

（金）までに、電話かファクス
またはＥメール（住所・氏名・
年齢〈学年〉・連絡先を記入）
で申し込みを。
※新型コロナウイルス感染症の
状況により中止となる場合もあ
ります。
■■問問 公園緑地課（☎ 33-8739、
■■ＦＦ 33-8799、■■ＥＥ kouen@city.
hirosaki.lg.jp）

ひろさき「農の魅力」体験
ツアー（第３回・第４回）

　農業の大切さや魅力を感じて
みませんか。
▼とき　10 月４日（日）・18
日（日）の午前９時 30 分～午
後３時 30 分（雨天決行）
▼集合　午前９時 20 分までに

市役所（上白銀町）中庭
▼内容　りんご収穫体験／加工
施設工場見学／収穫物を使った
調理体験／食育に関する講話
▼対象　市内在住の小学校４年
生～６年生とその保護者＝各回
７組 14 人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　マスク、三角巾、布
巾（２～３枚）、エプロン、雨具、
長靴、汗拭きタオルなど
▼申し込み方法　９月 18 日

（金）までに電話かファクスま
たは E メール（住所、氏名、
年齢、学年、電話番号、参加希
望日、食品アレルギーの有無〈ア
レルギーの種類も含む〉、緊急
連絡先〈氏名・住所・続柄・電
話番号〉を記入）で申し込みを。
■■問問フラワー観光（☎26-2113、
■■ＦＦ 26-0808、■■ＥＥ hirosaki@
flower-travel.com、午前９時
30分～午後６時、日曜日・祝
日は休み）
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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

弘こ

図書館休館日９月

※変更となる場合があります。
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